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概要

• 海洋技術フォーラム

• 海洋基本法と海洋基本計画

• 第一期（2008~2012)海洋基本計画の評価を踏まえた海洋

技術フォーラムからの提言

• 参与会議の意見

１。事業化，商業化のための探査事業／産業ポテンシャルマップ作成

２。実海域における機器システムの実証＆パイロットプロジェクトのス

タート

３。世界の海洋資源開発産業への我が国産業の競争力強化

４。産業界の積極的参加を促す施策（官民共同による連携の強化）

５。人材育成，特に教育ー研究ー産業技術開発の一体化による人材育

成
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海洋技術海洋技術海洋技術海洋技術フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム

海洋海洋海洋海洋技術フォーラム技術フォーラム技術フォーラム技術フォーラム(2005年年年年8月月月月発足発足発足発足)は東京大学にて大学院工学系研究科環境海洋専攻（湯原教授他）、同地は東京大学にて大学院工学系研究科環境海洋専攻（湯原教授他）、同地は東京大学にて大学院工学系研究科環境海洋専攻（湯原教授他）、同地は東京大学にて大学院工学系研究科環境海洋専攻（湯原教授他）、同地

球システム専攻球システム専攻球システム専攻球システム専攻(玉木教授他玉木教授他玉木教授他玉木教授他)、、、、新領域科学創成研究科新領域科学創成研究科新領域科学創成研究科新領域科学創成研究科(大和教授他大和教授他大和教授他大和教授他)、、、、生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所生産技術研究所(浦教授他浦教授他浦教授他浦教授他)、、、、海洋研究所海洋研究所海洋研究所海洋研究所

（寺崎教授他）の教官有志、及び海上技術安全研究所（寺崎教授他）の教官有志、及び海上技術安全研究所（寺崎教授他）の教官有志、及び海上技術安全研究所（寺崎教授他）の教官有志、及び海上技術安全研究所(井上理事井上理事井上理事井上理事)にてにてにてにて発足。海洋に関わる学協会１１団体と独立発足。海洋に関わる学協会１１団体と独立発足。海洋に関わる学協会１１団体と独立発足。海洋に関わる学協会１１団体と独立

行政法人４法人と３大学の代表者にて幹事会を形成し、どこからの資金援助も受けずに、月例の幹事会行政法人４法人と３大学の代表者にて幹事会を形成し、どこからの資金援助も受けずに、月例の幹事会行政法人４法人と３大学の代表者にて幹事会を形成し、どこからの資金援助も受けずに、月例の幹事会行政法人４法人と３大学の代表者にて幹事会を形成し、どこからの資金援助も受けずに、月例の幹事会とととと年年年年１回１回１回１回

のシンポジウムによるのシンポジウムによるのシンポジウムによるのシンポジウムによる提言提言提言提言活動を続けてきている。活動を続けてきている。活動を続けてきている。活動を続けてきている。

1. 総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議総合科学技術会議 第三期第三期第三期第三期科学技術基本計画科学技術基本計画科学技術基本計画科学技術基本計画 フフフフ

ロンティアロンティアロンティアロンティア分野分野分野分野(海洋海洋海洋海洋)推進戦略策定に参加し、海洋推進戦略策定に参加し、海洋推進戦略策定に参加し、海洋推進戦略策定に参加し、海洋

技術フォーラムの提言である海洋開発の基盤技術技術フォーラムの提言である海洋開発の基盤技術技術フォーラムの提言である海洋開発の基盤技術技術フォーラムの提言である海洋開発の基盤技術

の形成を提案（の形成を提案（の形成を提案（の形成を提案（2005~2006））））。。。。

2. 海洋基本法研究会海洋基本法研究会海洋基本法研究会海洋基本法研究会（事務局：海洋政策研究財団）超（事務局：海洋政策研究財団）超（事務局：海洋政策研究財団）超（事務局：海洋政策研究財団）超

党派議員と学識者、省庁関係者による海洋基本法党派議員と学識者、省庁関係者による海洋基本法党派議員と学識者、省庁関係者による海洋基本法党派議員と学識者、省庁関係者による海洋基本法

案策定のための研究会案策定のための研究会案策定のための研究会案策定のための研究会(座長武見敬三参院議員、東座長武見敬三参院議員、東座長武見敬三参院議員、東座長武見敬三参院議員、東

京大学より小池勲夫教授と湯原教授京大学より小池勲夫教授と湯原教授京大学より小池勲夫教授と湯原教授京大学より小池勲夫教授と湯原教授)に参加し、主とに参加し、主とに参加し、主とに参加し、主と

して海洋産業立国に関する海洋技術フォーラムの提して海洋産業立国に関する海洋技術フォーラムの提して海洋産業立国に関する海洋技術フォーラムの提して海洋産業立国に関する海洋技術フォーラムの提

言を提案言を提案言を提案言を提案(2006~2007)。。。。

3. 東京大学の海に関わる教官の横断組織が必要と提東京大学の海に関わる教官の横断組織が必要と提東京大学の海に関わる教官の横断組織が必要と提東京大学の海に関わる教官の横断組織が必要と提

言し、法文・理工の教官言し、法文・理工の教官言し、法文・理工の教官言し、法文・理工の教官200人による全学総長直下人による全学総長直下人による全学総長直下人による全学総長直下

のののの海洋アライアンス機構海洋アライアンス機構海洋アライアンス機構海洋アライアンス機構(浦浦浦浦 環教授環教授環教授環教授)が結成された。が結成された。が結成された。が結成された。

海洋に関わる文理融合教育と研究を、日本財団の海洋に関わる文理融合教育と研究を、日本財団の海洋に関わる文理融合教育と研究を、日本財団の海洋に関わる文理融合教育と研究を、日本財団の

資金を得て行っている。資金を得て行っている。資金を得て行っている。資金を得て行っている。(2007~)

4. プロジェクト産業協議会プロジェクト産業協議会プロジェクト産業協議会プロジェクト産業協議会（（（（JAPIC、、、、新日鉄三村会長）に新日鉄三村会長）に新日鉄三村会長）に新日鉄三村会長）に

海洋資源事業化研究会海洋資源事業化研究会海洋資源事業化研究会海洋資源事業化研究会(高島横浜港埠頭社長、商高島横浜港埠頭社長、商高島横浜港埠頭社長、商高島横浜港埠頭社長、商

社・鉱業・マリコン・メーカーなど民間会社社・鉱業・マリコン・メーカーなど民間会社社・鉱業・マリコン・メーカーなど民間会社社・鉱業・マリコン・メーカーなど民間会社50数社が数社が数社が数社が

有料にて参加）の設置に協力した。これにアドバイ有料にて参加）の設置に協力した。これにアドバイ有料にて参加）の設置に協力した。これにアドバイ有料にて参加）の設置に協力した。これにアドバイ

サーを派遣し、活動を続けてきている（サーを派遣し、活動を続けてきている（サーを派遣し、活動を続けてきている（サーを派遣し、活動を続けてきている（2007~）。その）。その）。その）。その

提言は同協議会の日本創生委員会提言は同協議会の日本創生委員会提言は同協議会の日本創生委員会提言は同協議会の日本創生委員会(寺島実郎委員寺島実郎委員寺島実郎委員寺島実郎委員

長、毎月定例会議に政産官学長、毎月定例会議に政産官学長、毎月定例会議に政産官学長、毎月定例会議に政産官学60名が参加し、意見名が参加し、意見名が参加し、意見名が参加し、意見

交換する交換する交換する交換する)に提に提に提に提出される出される出される出される。。。。

5. 海洋基本法フォローアップ研究会海洋基本法フォローアップ研究会海洋基本法フォローアップ研究会海洋基本法フォローアップ研究会(海洋政策財団海洋政策財団海洋政策財団海洋政策財団)にににに
てててて政・官・学で海洋基本計画のフォローを行ってきた政・官・学で海洋基本計画のフォローを行ってきた政・官・学で海洋基本計画のフォローを行ってきた政・官・学で海洋基本計画のフォローを行ってきた

が、が、が、が、2013年年年年1月より武見敬三議員の指導あり、月より武見敬三議員の指導あり、月より武見敬三議員の指導あり、月より武見敬三議員の指導あり、海洋基海洋基海洋基海洋基

本法戦略研究会本法戦略研究会本法戦略研究会本法戦略研究会に名称変えて、活動が強化された。に名称変えて、活動が強化された。に名称変えて、活動が強化された。に名称変えて、活動が強化された。

海洋技術フォーラム幹事が複数が参加し、提言を海洋技術フォーラム幹事が複数が参加し、提言を海洋技術フォーラム幹事が複数が参加し、提言を海洋技術フォーラム幹事が複数が参加し、提言を

行っている。行っている。行っている。行っている。

6. 内閣官房内閣官房内閣官房内閣官房 総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議(２０１３年５２０１３年５２０１３年５２０１３年５

月～）月～）月～）月～）に参与として浦、湯原が参加に参与として浦、湯原が参加に参与として浦、湯原が参加に参与として浦、湯原が参加、これまでの提言、これまでの提言、これまでの提言、これまでの提言

も踏まえ、参与の方々や産業界の方々の御意見も反も踏まえ、参与の方々や産業界の方々の御意見も反も踏まえ、参与の方々や産業界の方々の御意見も反も踏まえ、参与の方々や産業界の方々の御意見も反

映し、映し、映し、映し、プロジェクトチーム「海洋産業の振興と創出」プロジェクトチーム「海洋産業の振興と創出」プロジェクトチーム「海洋産業の振興と創出」プロジェクトチーム「海洋産業の振興と創出」

「人材育成」に関する「人材育成」に関する「人材育成」に関する「人材育成」に関する提言を取りまとめた。提言を取りまとめた。提言を取りまとめた。提言を取りまとめた。

毎年、毎年、毎年、毎年、海洋技術フォーラム・シンポジウム海洋技術フォーラム・シンポジウム海洋技術フォーラム・シンポジウム海洋技術フォーラム・シンポジウムを開催し、こを開催し、こを開催し、こを開催し、こ

れまでれまでれまでれまで9回開催し、冬柴、前原、高木大臣、武見議員が回開催し、冬柴、前原、高木大臣、武見議員が回開催し、冬柴、前原、高木大臣、武見議員が回開催し、冬柴、前原、高木大臣、武見議員が

特別講演し、また、西村、中川、特別講演し、また、西村、中川、特別講演し、また、西村、中川、特別講演し、また、西村、中川、石破、石破、石破、石破、細野、長島議員細野、長島議員細野、長島議員細野、長島議員

の方々、海洋政策本部事務局長や省庁の関係者方々の方々、海洋政策本部事務局長や省庁の関係者方々の方々、海洋政策本部事務局長や省庁の関係者方々の方々、海洋政策本部事務局長や省庁の関係者方々

の参加を得て、産官学政の対話と交流を行ってきたの参加を得て、産官学政の対話と交流を行ってきたの参加を得て、産官学政の対話と交流を行ってきたの参加を得て、産官学政の対話と交流を行ってきた

(2006~2013)。。。。

今回のシンポジウムは、安田講堂から弥生講堂に場今回のシンポジウムは、安田講堂から弥生講堂に場今回のシンポジウムは、安田講堂から弥生講堂に場今回のシンポジウムは、安田講堂から弥生講堂に場

所を移し、新しい基本計画に関する講演と海洋産業振所を移し、新しい基本計画に関する講演と海洋産業振所を移し、新しい基本計画に関する講演と海洋産業振所を移し、新しい基本計画に関する講演と海洋産業振

興と法整備に関して、今後目指すべき方向について産興と法整備に関して、今後目指すべき方向について産興と法整備に関して、今後目指すべき方向について産興と法整備に関して、今後目指すべき方向について産

官学政の意見交換の場としたい。官学政の意見交換の場としたい。官学政の意見交換の場としたい。官学政の意見交換の場としたい。

海洋技術フォーラムの提言

海洋産業立国による危機の回避を

１．海洋立国：

・排他的経済水域における産業活動があって、はじめて海洋権益がある。

・海洋立国とは、海洋産業立国が中心であり、海洋政策の中核は、海洋

立国の実現で、それは新産業創出戦略である。

２．海洋新産業創出戦略：

・将来の資源・エネルギー・食糧・環境・温暖化・安全保障の危機に備え

持続可能で 国際競争力ある海洋産業技術の構築する。

・「海洋開発予算」を「原子力開発」，「宇宙開発」なみに 拡大する。

・自主開発と事業開発を主体に、海洋産業のための基盤技術開発と総

合的エンジニアリング開発を重点的に実施すべき。

３．推進と海洋人材の育成：

・一元的な推進戦略に沿った 省庁横断する実行の仕組み。

・日本版シーグラント制度（国家基盤、浦教授）や海洋インスティテュート構

想（教育・研究・産業技術の一体化、大和教授）の実現

2006年海洋基本法研究会での提言



海洋基本法の理念と施策海洋基本法の理念と施策海洋基本法の理念と施策海洋基本法の理念と施策

「海洋基本法」2007.7.21

� 目的目的目的目的

海洋の平和的・積極的な開発・利用と 環境保全の調和をはかる

新たな海洋立国を実現する。

� 基本理念基本理念基本理念基本理念

①①①① 海洋の開発と利用は我が国海洋の開発と利用は我が国海洋の開発と利用は我が国海洋の開発と利用は我が国 経済社会の存立基盤経済社会の存立基盤経済社会の存立基盤経済社会の存立基盤

海洋環境が良好に保たれることは人類の存続基盤

開発・利用と環境保全の調和をはかる海洋立国の実現

② 海洋の安全確保は重要、取り組みを積極的に推進

③ 海洋の開発・利用・環境保全のため、科学的知見が重要,充実を図る。

④④④④ 海洋産業は経済社会の発展基盤、国民生活の安定性向上の基盤、海洋産業は経済社会の発展基盤、国民生活の安定性向上の基盤、海洋産業は経済社会の発展基盤、国民生活の安定性向上の基盤、海洋産業は経済社会の発展基盤、国民生活の安定性向上の基盤、健全な発展を健全な発展を健全な発展を健全な発展を

図る図る図る図る

⑤⑤⑤⑤ 海洋の開発，利用，保全を総合的かつ一体的に行う海洋の開発，利用，保全を総合的かつ一体的に行う海洋の開発，利用，保全を総合的かつ一体的に行う海洋の開発，利用，保全を総合的かつ一体的に行う

⑥ 海洋に関する施策の推進は国際協調の下に行う

2007.3 T.YUHARA

5

海洋基本法「海洋基本計画における基本的施策」海洋基本法「海洋基本計画における基本的施策」海洋基本法「海洋基本計画における基本的施策」海洋基本法「海洋基本計画における基本的施策」

〜海洋開発、海洋産業に関わる部分〜

海洋基本法海洋基本法海洋基本法海洋基本法17 条：海洋資源の開発及び利用の推進条：海洋資源の開発及び利用の推進条：海洋資源の開発及び利用の推進条：海洋資源の開発及び利用の推進

• 国は、海洋環境の保全並びに海洋資源の将来にわたる持続的な開発及び利用を可能とするこ

とに配慮しつつ海洋資源の積極的な開発及び利用を推進する海洋資源の積極的な開発及び利用を推進する海洋資源の積極的な開発及び利用を推進する海洋資源の積極的な開発及び利用を推進するため、水産資源の保存及び管理、

水産動植物の生育環境の保全及び改善、漁場の生産力の増進、海底又はその下に 存在する

石油、可燃性天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の鉱物資源の開発及び利用の推進並びに

そのための体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

第第第第19条条条条 :排他的排他的排他的排他的経済水域等の開発等の経済水域等の開発等の経済水域等の開発等の経済水域等の開発等の推進推進推進推進

• 国は、排他的経済水域等の開発、利用、保全等に関する取組の強化を図ることの重要性に

かんがみ、

海域海域海域海域の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進の特性に応じた排他的経済水域等の開発等の推進、、、、

排他的排他的排他的排他的経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止防止防止防止

その他の排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措置を講ずるものとする。

第第第第24 条条条条:海洋海洋海洋海洋産業の振興及び産業の振興及び産業の振興及び産業の振興及び 国際競争力の国際競争力の国際競争力の国際競争力の強化強化強化強化

• 国は、海洋産業の振興及びその国際競争力の強化を図るため、海洋産業に関し、先端的な

研究開発の推進、技術の高度化、人材の育成及び確保、競争条件の整備等による経営基盤の

強化及び新たな事業の開拓その他の必要な措置を講ずるものとする。
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                海洋基本法における「海洋基本計画で計画すべき基本的施策」海洋基本法における「海洋基本計画で計画すべき基本的施策」海洋基本法における「海洋基本計画で計画すべき基本的施策」海洋基本法における「海洋基本計画で計画すべき基本的施策」 

# 基本的な施策 その内容（条文中のキーワードなど）その内容（条文中のキーワードなど）その内容（条文中のキーワードなど）その内容（条文中のキーワードなど）    

1.  海洋資源の開発及び

利用の推進 

� 水産資源の保存・管理、水産動植物の生育環境の保全・改善、水産資源の保存・管理、水産動植物の生育環境の保全・改善、水産資源の保存・管理、水産動植物の生育環境の保全・改善、水産資源の保存・管理、水産動植物の生育環境の保全・改善、漁場の生産漁場の生産漁場の生産漁場の生産

力の増進力の増進力の増進力の増進、海底石油・天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の、海底石油・天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の、海底石油・天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の、海底石油・天然ガス、マンガン鉱、コバルト鉱等の鉱物資源の鉱物資源の鉱物資源の鉱物資源の

開発開発開発開発・利用の推進、・利用の推進、・利用の推進、・利用の推進、体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備    

2.  海洋環境の保全等 � 地球温暖化抑制のため海洋の生物の多様性の確保，汚濁物・廃棄物の排出地球温暖化抑制のため海洋の生物の多様性の確保，汚濁物・廃棄物の排出地球温暖化抑制のため海洋の生物の多様性の確保，汚濁物・廃棄物の排出地球温暖化抑制のため海洋の生物の多様性の確保，汚濁物・廃棄物の排出

防止、流出原油防止、自然景観保全防止、流出原油防止、自然景観保全防止、流出原油防止、自然景観保全防止、流出原油防止、自然景観保全    

3.  排他的経済水域等の

開発等の推進 

� 排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域(EEZ)(EEZ)(EEZ)(EEZ)等の開発等の推進等の開発等の推進等の開発等の推進等の開発等の推進    

� EEZEEZEEZEEZ 等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止    

4.  海上輸送の確保 � 効率的かつ安定的な海上輸送の確保効率的かつ安定的な海上輸送の確保効率的かつ安定的な海上輸送の確保効率的かつ安定的な海上輸送の確保    

5.  海洋の安全の確保 � 我が国の平和・安全の確保、海上の安全、治安の確保我が国の平和・安全の確保、海上の安全、治安の確保我が国の平和・安全の確保、海上の安全、治安の確保我が国の平和・安全の確保、海上の安全、治安の確保    

� 津波、高潮等による災害の未然防止と拡大の防止津波、高潮等による災害の未然防止と拡大の防止津波、高潮等による災害の未然防止と拡大の防止津波、高潮等による災害の未然防止と拡大の防止    

6.  海洋調査の推進 � 海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備海洋調査に必要な監視、観測、測定等の体制の整備    

7.  海洋科学技術に関す

る研究開発の推進等 

� 研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国・独法研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国・独法研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国・独法研究体制の整備、研究開発の推進、研究者及び技術者の育成、国・独法のののの

研究機関、大学、民間等の連携の強化研究機関、大学、民間等の連携の強化研究機関、大学、民間等の連携の強化研究機関、大学、民間等の連携の強化    

8.  海洋産業の振興及び

国際競争力の強化 

� 国際競争力の強化、経営基盤の強化（先端的な研究開発、技術の高度化、国際競争力の強化、経営基盤の強化（先端的な研究開発、技術の高度化、国際競争力の強化、経営基盤の強化（先端的な研究開発、技術の高度化、国際競争力の強化、経営基盤の強化（先端的な研究開発、技術の高度化、

人材の育成と確保、競争条件の整備）人材の育成と確保、競争条件の整備）人材の育成と確保、競争条件の整備）人材の育成と確保、競争条件の整備）    

� 新たな事業の開拓新たな事業の開拓新たな事業の開拓新たな事業の開拓    

9.  沿岸域の総合的管理 � 海岸の防護、整備、保全と適切な管理海岸の防護、整備、保全と適切な管理海岸の防護、整備、保全と適切な管理海岸の防護、整備、保全と適切な管理    

10.  離島の保全等 � 海洋資源の開発及び利用のための施設の整備海洋資源の開発及び利用のための施設の整備海洋資源の開発及び利用のための施設の整備海洋資源の開発及び利用のための施設の整備    

11.  国際的な連携の確保

と国際協力推進 

� 海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上の犯罪の取締り、防海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上の犯罪の取締り、防海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上の犯罪の取締り、防海洋資源、海洋環境、海洋調査、海洋科学技術、海上の犯罪の取締り、防

災、海難救助等に係る国際協力の推進災、海難救助等に係る国際協力の推進災、海難救助等に係る国際協力の推進災、海難救助等に係る国際協力の推進    

12.  海洋に関する国民の

理解の増進等 

� 学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進    

� 大学等において学際的な教育及び研究を推進大学等において学際的な教育及び研究を推進大学等において学際的な教育及び研究を推進大学等において学際的な教育及び研究を推進    

� 海洋に関するレクリエーションの普及海洋に関するレクリエーションの普及海洋に関するレクリエーションの普及海洋に関するレクリエーションの普及    

7

旧海洋基本計画旧海洋基本計画旧海洋基本計画旧海洋基本計画(2008〜〜〜〜12）における）における）における）における

海洋エネルギー・資源開発の扱い海洋エネルギー・資源開発の扱い海洋エネルギー・資源開発の扱い海洋エネルギー・資源開発の扱い

• 海洋におけるエネルギー・鉱物資源開発に関して、

国の主導による本格的な探査・開発を明確な目標と綿密な

計画のもとで着実に推進し、中期的に商業化を目指すことを

国家戦略とする。

• 近年の高水準の資源価格と需給逼迫状況を踏まえ、

探査・開発を可能な限り早い速度で進め、成果を得る

必要がある。

• いまだ商業化されていないメタンハイドレート開発と

海底熱水鉱床開発については今後10 年間程度を目途に

商業化を実現することを目標とする。

8



次期次期次期次期海洋基本計画へ向けた海洋基本計画へ向けた海洋基本計画へ向けた海洋基本計画へ向けた提言提言提言提言

〜〜〜〜海洋産業立国にかかわる提言海洋産業立国にかかわる提言海洋産業立国にかかわる提言海洋産業立国にかかわる提言〜〜〜〜

① 現行海洋基本計画レビュー結果、基本法の基本的施策の殆どが、

取り組みが不十分と評価された。特に低い評価が与えられたのは、

海洋産業立国に関わる基本施策

-排他的経済水域（EEZ）における

海洋資源の積極的な開発

外国からの我が国の主権的権利の侵害を守る

-海洋産業の振興と国際競争力を強化するため，海洋産業に

関する先端的の研究開発と高度技術、人材育成・確保などの

経営基盤を強化し新たな事業の開拓する

② 危機の顕在化

この5年間、資源の危機、エネルギーの危機、環境の危機、海洋におけ

る安全の危機が顕在化し、この危機の回避と克服における海洋開発の

役割が一層増大した。また、海洋資源開発や海洋エネルギー開発で

我が国の海洋産業の立ち後れが目立つようになってきている

（欧米、韓・中国）。

9

海洋基本法戦略研究会 2012年4月25日 海洋技術フォーラム代表幹事 湯原哲夫

（現基本計画の評価と現状認識）（現基本計画の評価と現状認識）（現基本計画の評価と現状認識）（現基本計画の評価と現状認識）

③ 海洋政策本部の集中的かつ総合的な推進機能の発揮

– 政治主導による政策目標の設定

– それに沿って海洋政策本部を中核とする、省庁横断的な総合的な 取

り組みの立案と推進

– 海洋政策の全体戦略と取組体制を強化し、中長期目標に基づく、

次期基本計画（5年間）を策定する。

④ 海洋産業政策の戦略的展開

– 海底鉱物資源開発、海洋再生可能エネルギー開発、メタンハイドレー

ト開発、及び海洋生物資源開発など具体的な海洋新産業に 関して、

政策目標設定から国際競争力ある，持続可能な成長産業 創出に至

るプロセスに沿って、展開する。

– 世界市場における海洋資源開発産業の国際競争力を強化する。

次期海洋基本計画へ向けた提言（続き）次期海洋基本計画へ向けた提言（続き）次期海洋基本計画へ向けた提言（続き）次期海洋基本計画へ向けた提言（続き）

102012年4月25日 海洋技術フォーラム代表幹事 湯原哲夫



各種団体からの次期海洋基本計画への提言各種団体からの次期海洋基本計画への提言各種団体からの次期海洋基本計画への提言各種団体からの次期海洋基本計画への提言

2012年度年度年度年度

共通した提言の内容

• 海洋エネルギー・鉱物資源開発の推進の強化

• 海洋産業の振興・育成強化

• 海洋産業の基盤として研究開発の強化と人材育成

• 海洋政策本部の機能強化と省庁枠組みを超えた一元的な推進

�経団連海洋開発委員会

�海洋基本法戦略会議（海洋政策研究財団）

�国土交通省 海洋政策懇談会

�文部科学省 学術審議会 海洋開発分科会

�海洋技術フォーラム

�東京大学海洋アライアンス

�経済同友会海洋国家プロジェクト

その他学会・協会から多数の提言

11

１０年と２０年後の姿を構想し、

この５年の基本計画を決めて、5年後の後の新しい姿を描く

１。海洋政策の具体的な海洋政策の具体的な海洋政策の具体的な海洋政策の具体的な12 施策が実行され、海洋国家の意思が国民に周知施策が実行され、海洋国家の意思が国民に周知施策が実行され、海洋国家の意思が国民に周知施策が実行され、海洋国家の意思が国民に周知

される。される。される。される。

特に排他的経済水域における海洋産業が資源・エネルギー・環境問題の危機克

服にとって不可欠である事が理解される。

更に、排他的経済水域における我が国の海洋権益を守る国家の意思が国民に支

持されて、安全保障に関わる国民の意識が高まる。

２。官民あげて官民あげて官民あげて官民あげてEEZでの資源探査を徹底的に実施での資源探査を徹底的に実施での資源探査を徹底的に実施での資源探査を徹底的に実施した結果、した結果、した結果、した結果、EEZの資源の資源の資源の資源

エネルギーの産業ポテンシャルマップが作成され、国民の財産である推定資源量エネルギーの産業ポテンシャルマップが作成され、国民の財産である推定資源量エネルギーの産業ポテンシャルマップが作成され、国民の財産である推定資源量エネルギーの産業ポテンシャルマップが作成され、国民の財産である推定資源量

が明示されるが明示されるが明示されるが明示される。ロードマップと技術戦略マップにより、2020年と30年の資源の自給

率目標が明示される。

３。実海域でのパイロット・プロジェクトの実施実海域でのパイロット・プロジェクトの実施実海域でのパイロット・プロジェクトの実施実海域でのパイロット・プロジェクトの実施によって、探査・掘削・生産

に関わる機器開発と実証がなされて、産業技術基盤が構築され，海洋産業の国際

競争力のベースとなる。

４。公設民営体制（ＧＯＣＯ）公設民営体制（ＧＯＣＯ）公設民営体制（ＧＯＣＯ）公設民営体制（ＧＯＣＯ）での海洋事業の開拓, 海洋産業技術開発がスタートする。

５。海洋開発と利用を担う人材の育成と研究開発設備の重点強化海洋開発と利用を担う人材の育成と研究開発設備の重点強化海洋開発と利用を担う人材の育成と研究開発設備の重点強化海洋開発と利用を担う人材の育成と研究開発設備の重点強化がはかられた結果、

海洋を目指す若者が増大する。

2012年４月25日 海洋基本法戦略研究会 湯原哲夫「次期海洋基本計画へ向けた提言」
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総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議総合海洋政策本部参与会議

13
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_betten.pdf

14
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_betten.pdf
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_betten.pdf

参与会議プロジェクトチーム

• PT「「「「海洋海洋海洋海洋産業の振興と創出」（取りまとめ湯原）産業の振興と創出」（取りまとめ湯原）産業の振興と創出」（取りまとめ湯原）産業の振興と創出」（取りまとめ湯原）

沖原隆宗参与、河野博文参与沖原隆宗参与、河野博文参与沖原隆宗参与、河野博文参与沖原隆宗参与、河野博文参与,河野真理子参与、古庄幸一参与河野真理子参与、古庄幸一参与河野真理子参与、古庄幸一参与河野真理子参与、古庄幸一参与

・学識者；飯笹教授，山崎教授，加藤教授、増田教授、荒川教授、・学識者；飯笹教授，山崎教授，加藤教授、増田教授、荒川教授、・学識者；飯笹教授，山崎教授，加藤教授、増田教授、荒川教授、・学識者；飯笹教授，山崎教授，加藤教授、増田教授、荒川教授、

木下教授、高木教授木下教授、高木教授木下教授、高木教授木下教授、高木教授

・産業界：エンジニアリング会社、掘削企業、造船会社，プラント企業・産業界：エンジニアリング会社、掘削企業、造船会社，プラント企業・産業界：エンジニアリング会社、掘削企業、造船会社，プラント企業・産業界：エンジニアリング会社、掘削企業、造船会社，プラント企業

・官：担当する省庁の関係者と独立行政法人・官：担当する省庁の関係者と独立行政法人・官：担当する省庁の関係者と独立行政法人・官：担当する省庁の関係者と独立行政法人

WG 海洋再生可能エネルギー海洋再生可能エネルギー海洋再生可能エネルギー海洋再生可能エネルギー

WG 海洋産業の育成強化海洋産業の育成強化海洋産業の育成強化海洋産業の育成強化

WG 海底鉱物資源開発海底鉱物資源開発海底鉱物資源開発海底鉱物資源開発

WG 海事産業海事産業海事産業海事産業

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

• PT「海洋情報の一元化と公開」（平参与）

• PT「沿岸域の総合的管理と計画策定」（磯部参与）

• PT「人材育成」（浦参与）

• PT「海洋の安全保障」（古庄参与）
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総合海洋政策本部参与会議意見の手交について総合海洋政策本部参与会議意見の手交について総合海洋政策本部参与会議意見の手交について総合海洋政策本部参与会議意見の手交について

平成２４年平成２４年平成２４年平成２４年11月月月月27日総合海洋政策本部事務局日総合海洋政策本部事務局日総合海洋政策本部事務局日総合海洋政策本部事務局

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_iken.html

総合海洋政策本部参与会議では、新たな海洋基本計画の策定に向けて、

平成24年5月から、我が国の海洋政策を巡る環境の変化を踏まえた今後

の海洋における政策課題について検討してきました。特に、 「海洋産業の

振興と創出」、 「海洋情報の一元化と公表」、「人材育成」、 「沿岸域の

総合的管理と計画策定」 及び「海洋の安全保障」の重要課題については、

プロジェクトチーム（PT）を設置し、重点的に議論を重ねてきたところです。

今般、参与会議としての意見を取りまとめ、平成24年11月27日（火）に、

総合海洋政策本部長（内閣総理大臣）に提出致しましたので、 公表致します。

○ 新たな海洋基本計画の策定に向けての意見

○ （別添資料）各PTの報告書 計８０頁の意見書

○ （参考資料）参与会議意見書概要

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_iken.html
17

18http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_iken.html



参与会議の提言 PTの報告（全80頁）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_betten.pdf
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海洋再生可能エネルギー

１.海外動向

政策目標の設定と法整備の上に基盤構築（R＆D
振興と実証試験場設営の上に、事業創出）。

• 洋上風力発電の規模：英国洋上風力発電の規模：英国洋上風力発電の規模：英国洋上風力発電の規模：英国2020 年年年年47GW、、、、

• 中国中国中国中国2020 年年年年30GW、米国、米国、米国、米国2020 年年年年10GW、ドイ、ドイ、ドイ、ドイ

ツツツツ2020～～～～2030 年年年年20～～～～25GW

• 浮体式洋上風力の実証試験終了し，商業化浮体式洋上風力の実証試験終了し，商業化浮体式洋上風力の実証試験終了し，商業化浮体式洋上風力の実証試験終了し，商業化

に入るところ。に入るところ。に入るところ。に入るところ。

• 潮流・海流等も実用化段階にある。潮流・海流等も実用化段階にある。潮流・海流等も実用化段階にある。潮流・海流等も実用化段階にある。

２．我が国の動向と見通し２．我が国の動向と見通し２．我が国の動向と見通し２．我が国の動向と見通し

・国内初「沖合洋上風力発電」が本格実証運転を・国内初「沖合洋上風力発電」が本格実証運転を・国内初「沖合洋上風力発電」が本格実証運転を・国内初「沖合洋上風力発電」が本格実証運転を

開始開始開始開始(2012年度年度年度年度)―銚子市沖で銚子市沖で銚子市沖で銚子市沖でNEDO・東電共同プ・東電共同プ・東電共同プ・東電共同プ

ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト―

・浮体式風力、潮流海流波力は・浮体式風力、潮流海流波力は・浮体式風力、潮流海流波力は・浮体式風力、潮流海流波力はR&Dと実証試験準と実証試験準と実証試験準と実証試験準

備の段階備の段階備の段階備の段階

・エネルギー政策見直しにより再生可能エネル・エネルギー政策見直しにより再生可能エネル・エネルギー政策見直しにより再生可能エネル・エネルギー政策見直しにより再生可能エネル

ギーの大規模導入の見通しギーの大規模導入の見通しギーの大規模導入の見通しギーの大規模導入の見通し

（現行計画２０３０年全電源の２０％（現行計画２０３０年全電源の２０％（現行計画２０３０年全電源の２０％（現行計画２０３０年全電源の２０％→３０％を想３０％を想３０％を想３０％を想

定）定）定）定）

・風力と太陽光発電尾の陸上の限界から，洋上風・風力と太陽光発電尾の陸上の限界から，洋上風・風力と太陽光発電尾の陸上の限界から，洋上風・風力と太陽光発電尾の陸上の限界から，洋上風

力発電を中心に海洋再生可能エネルギーに求め力発電を中心に海洋再生可能エネルギーに求め力発電を中心に海洋再生可能エネルギーに求め力発電を中心に海洋再生可能エネルギーに求め

られる規模を全電源の５％・２０られる規模を全電源の５％・２０られる規模を全電源の５％・２０られる規模を全電源の５％・２０GW程度と想定。程度と想定。程度と想定。程度と想定。

・洋上風力ではすでに実施された導入ポテンシャ・洋上風力ではすでに実施された導入ポテンシャ・洋上風力ではすでに実施された導入ポテンシャ・洋上風力ではすでに実施された導入ポテンシャ

ル量（環境省，ル量（環境省，ル量（環境省，ル量（環境省，NEDO)）からも陸上風力以上のより）からも陸上風力以上のより）からも陸上風力以上のより）からも陸上風力以上のより

安定した量がある。安定した量がある。安定した量がある。安定した量がある。

３。課題３。課題３。課題３。課題

・台風等厳しい海象に耐える実績と経済性の確保・台風等厳しい海象に耐える実績と経済性の確保・台風等厳しい海象に耐える実績と経済性の確保・台風等厳しい海象に耐える実績と経済性の確保

・実証試験設備等の整備計画・実証試験設備等の整備計画・実証試験設備等の整備計画・実証試験設備等の整備計画

・政策目標と法整備・政策目標と法整備・政策目標と法整備・政策目標と法整備

・地域や漁業との調整・地域や漁業との調整・地域や漁業との調整・地域や漁業との調整

・事業者への支援：固定価格買取制度の適用や・事業者への支援：固定価格買取制度の適用や・事業者への支援：固定価格買取制度の適用や・事業者への支援：固定価格買取制度の適用や

送電と系統連系など送電と系統連系など送電と系統連系など送電と系統連系など

・既存の技術基盤の上に，エンジニアリング力地・既存の技術基盤の上に，エンジニアリング力地・既存の技術基盤の上に，エンジニアリング力地・既存の技術基盤の上に，エンジニアリング力地

家て、国際競争力ある海洋産業への振興策と推家て、国際競争力ある海洋産業への振興策と推家て、国際競争力ある海洋産業への振興策と推家て、国際競争力ある海洋産業への振興策と推

進進進進

４。提言

① 海域利用の法整備と協調・調整の枠組みつくり

② 技術開発や規模大きい導入・普及促進策の強

化

固定買い取り制度の適用

③ 基盤の整備

送配電等インフラ整備

環境評価

事業者への投融資の支援

国内において商業化をはかるとともに、国際競

争力ある規模の大きい海洋産業として振興する。

メタンハイドレート

• １。評価と課題１。評価と課題１。評価と課題１。評価と課題

• 長年長年長年長年にわたる基礎研究から海洋産出試験まで漕ぎにわたる基礎研究から海洋産出試験まで漕ぎにわたる基礎研究から海洋産出試験まで漕ぎにわたる基礎研究から海洋産出試験まで漕ぎ

つけつけつけつけ、事業化、事業化、事業化、事業化の見通しをつける段階に入ったの見通しをつける段階に入ったの見通しをつける段階に入ったの見通しをつける段階に入った。。。。

• 海底下海底下海底下海底下地層中に地層中に地層中に地層中に将来的将来的将来的将来的に開発可能性の高い大規に開発可能性の高い大規に開発可能性の高い大規に開発可能性の高い大規

模な砂質充填型メタンハイドレートの濃集帯を確認模な砂質充填型メタンハイドレートの濃集帯を確認模な砂質充填型メタンハイドレートの濃集帯を確認模な砂質充填型メタンハイドレートの濃集帯を確認

してしてしてして海洋産出試験の段階まで海洋産出試験の段階まで海洋産出試験の段階まで海洋産出試験の段階まで進んだ。進んだ。進んだ。進んだ。

• 世界世界世界世界のトップにのトップにのトップにのトップにある技術ある技術ある技術ある技術開発のレベルを維持し続開発のレベルを維持し続開発のレベルを維持し続開発のレベルを維持し続

け、事業化においてもトップランナーを維持すべきけ、事業化においてもトップランナーを維持すべきけ、事業化においてもトップランナーを維持すべきけ、事業化においてもトップランナーを維持すべき

でででである。ある。ある。ある。

• 現在現在現在現在実施中の海洋産出試験後に採掘・商業化生実施中の海洋産出試験後に採掘・商業化生実施中の海洋産出試験後に採掘・商業化生実施中の海洋産出試験後に採掘・商業化生

産に産に産に産に係る開発係る開発係る開発係る開発コストの経済性評価を行うことにより、コストの経済性評価を行うことにより、コストの経済性評価を行うことにより、コストの経済性評価を行うことにより、

商業化の見通しが明確になると商業化の見通しが明確になると商業化の見通しが明確になると商業化の見通しが明確になると考えられる考えられる考えられる考えられる。商業。商業。商業。商業

生産に向けて技術課題と解決方策を明示しつつ事生産に向けて技術課題と解決方策を明示しつつ事生産に向けて技術課題と解決方策を明示しつつ事生産に向けて技術課題と解決方策を明示しつつ事

業化の促進をスピード業化の促進をスピード業化の促進をスピード業化の促進をスピードを持ってすすめる。を持ってすすめる。を持ってすすめる。を持ってすすめる。

２。今後の方向性２。今後の方向性２。今後の方向性２。今後の方向性

（海上産出試験を次の事業化につなげる）（海上産出試験を次の事業化につなげる）（海上産出試験を次の事業化につなげる）（海上産出試験を次の事業化につなげる）

• 海洋産出試験を通じての技術課題の抽出と経済海洋産出試験を通じての技術課題の抽出と経済海洋産出試験を通じての技術課題の抽出と経済海洋産出試験を通じての技術課題の抽出と経済

性評価が重要性評価が重要性評価が重要性評価が重要 従って、海洋産出試験の実施に従って、海洋産出試験の実施に従って、海洋産出試験の実施に従って、海洋産出試験の実施に

あたっては、開発の経済性の評価と事業化のためあたっては、開発の経済性の評価と事業化のためあたっては、開発の経済性の評価と事業化のためあたっては、開発の経済性の評価と事業化のため

の技術課題の抽出が行えるような計画と資金配分の技術課題の抽出が行えるような計画と資金配分の技術課題の抽出が行えるような計画と資金配分の技術課題の抽出が行えるような計画と資金配分

で臨むべきである。で臨むべきである。で臨むべきである。で臨むべきである。

• 世界で初めての試みとなり、今後想定される困難世界で初めての試みとなり、今後想定される困難世界で初めての試みとなり、今後想定される困難世界で初めての試みとなり、今後想定される困難

な技術課題や未解決課題を解決して行くためには、な技術課題や未解決課題を解決して行くためには、な技術課題や未解決課題を解決して行くためには、な技術課題や未解決課題を解決して行くためには、

石油・天然ガス資源開発などの日本の民間企業の石油・天然ガス資源開発などの日本の民間企業の石油・天然ガス資源開発などの日本の民間企業の石油・天然ガス資源開発などの日本の民間企業の

有する経験・技術・国際的視点などを有効に導入し有する経験・技術・国際的視点などを有効に導入し有する経験・技術・国際的視点などを有効に導入し有する経験・技術・国際的視点などを有効に導入し

て行く必要がある。て行く必要がある。て行く必要がある。て行く必要がある。

（体制）（体制）（体制）（体制）

• 商業化商業化商業化商業化へ向けては、開発研究の進捗に合わせて、独へ向けては、開発研究の進捗に合わせて、独へ向けては、開発研究の進捗に合わせて、独へ向けては、開発研究の進捗に合わせて、独

立行政法人主体の開発立行政法人主体の開発立行政法人主体の開発立行政法人主体の開発体制から体制から体制から体制から、民間企業グループ、民間企業グループ、民間企業グループ、民間企業グループ

主体の事業開発体制へと転換していくことが主体の事業開発体制へと転換していくことが主体の事業開発体制へと転換していくことが主体の事業開発体制へと転換していくことが重要重要重要重要

（環境影響評価）（環境影響評価）（環境影響評価）（環境影響評価）

• 環境環境環境環境影響評価は、将来の事業化におけるリスク影響評価は、将来の事業化におけるリスク影響評価は、将来の事業化におけるリスク影響評価は、将来の事業化におけるリスクを把を把を把を把

握握握握する上で必要不可欠であるする上で必要不可欠であるする上で必要不可欠であるする上で必要不可欠である。。。。

（生産技術の向上）（生産技術の向上）（生産技術の向上）（生産技術の向上）

• 海洋海洋海洋海洋産出試験の実施と並行して生産手法の高度化産出試験の実施と並行して生産手法の高度化産出試験の実施と並行して生産手法の高度化産出試験の実施と並行して生産手法の高度化

に関する研究もに関する研究もに関する研究もに関する研究も継続的継続的継続的継続的に行っていく必要がある。そのに行っていく必要がある。そのに行っていく必要がある。そのに行っていく必要がある。その

ためには、中長期の政策目標を出来るだけ具体的ためには、中長期の政策目標を出来るだけ具体的ためには、中長期の政策目標を出来るだけ具体的ためには、中長期の政策目標を出来るだけ具体的かかかか

つつつつ前倒しに設定し、開発資金を集中させて、スピード前倒しに設定し、開発資金を集中させて、スピード前倒しに設定し、開発資金を集中させて、スピード前倒しに設定し、開発資金を集中させて、スピード

とタイミングを重視した開発とタイミングを重視した開発とタイミングを重視した開発とタイミングを重視した開発を目指すを目指すを目指すを目指すべきでべきでべきでべきである。ある。ある。ある。

• 次次次次世代海洋産業で世代海洋産業で世代海洋産業で世代海洋産業であるメタンハイドレートあるメタンハイドレートあるメタンハイドレートあるメタンハイドレート開発を世界開発を世界開発を世界開発を世界

の開発市場を視野に戦略的に進めるべきであるの開発市場を視野に戦略的に進めるべきであるの開発市場を視野に戦略的に進めるべきであるの開発市場を視野に戦略的に進めるべきである。。。。

• 次期海洋基本計画期間中には事業化の見通しをつ次期海洋基本計画期間中には事業化の見通しをつ次期海洋基本計画期間中には事業化の見通しをつ次期海洋基本計画期間中には事業化の見通しをつ

け、その後は、早期に官民合同け、その後は、早期に官民合同け、その後は、早期に官民合同け、その後は、早期に官民合同の事業化の事業化の事業化の事業化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

を立ち上げ、生産実績の蓄積と人的資源の確保をを立ち上げ、生産実績の蓄積と人的資源の確保をを立ち上げ、生産実績の蓄積と人的資源の確保をを立ち上げ、生産実績の蓄積と人的資源の確保を含含含含

めた総合めた総合めた総合めた総合技術力の強化を図るべきである。国際資源技術力の強化を図るべきである。国際資源技術力の強化を図るべきである。国際資源技術力の強化を図るべきである。国際資源

情勢をにらみつつ、情勢をにらみつつ、情勢をにらみつつ、情勢をにらみつつ、2020 年代半ばに年代半ばに年代半ばに年代半ばに

• は、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトは、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトは、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトは、民間企業が主導する商業化のためのプロジェクト

が開始されるように、技術が開始されるように、技術が開始されるように、技術が開始されるように、技術開発を開発を開発を開発を進めることが望まし進めることが望まし進めることが望まし進めることが望まし

い。い。い。い。



海底鉱物資源開発

1.現状と課題

• 海洋海洋海洋海洋基本計画を踏まえ、基本計画を踏まえ、基本計画を踏まえ、基本計画を踏まえ、 2009 年「年「年「年「海洋エネルギー・海洋エネルギー・海洋エネルギー・海洋エネルギー・鉱鉱鉱鉱

物資源物資源物資源物資源開発計画開発計画開発計画開発計画」に従って、調査」に従って、調査」に従って、調査」に従って、調査・・・・研究を実施。研究を実施。研究を実施。研究を実施。

• 我が国我が国我が国我が国の排他的の排他的の排他的の排他的経済水域経済水域経済水域経済水域には海底熱水鉱床をはじめとには海底熱水鉱床をはじめとには海底熱水鉱床をはじめとには海底熱水鉱床をはじめと

する豊かな海底鉱物資源の賦存することがする豊かな海底鉱物資源の賦存することがする豊かな海底鉱物資源の賦存することがする豊かな海底鉱物資源の賦存することが明らかに明らかに明らかに明らかになななな

りつつりつつりつつりつつある。ある。ある。ある。

• 事業化事業化事業化事業化のための資源量を把握するに至っていないのための資源量を把握するに至っていないのための資源量を把握するに至っていないのための資源量を把握するに至っていない。。。。

• 新しい海洋新しい海洋新しい海洋新しい海洋基本基本基本基本計画では計画では計画では計画では、調査・研究の段階から海底、調査・研究の段階から海底、調査・研究の段階から海底、調査・研究の段階から海底

鉱物資源開発を事業化に移行する段階鉱物資源開発を事業化に移行する段階鉱物資源開発を事業化に移行する段階鉱物資源開発を事業化に移行する段階と位置づける。と位置づける。と位置づける。と位置づける。

（資源量の確定）（資源量の確定）（資源量の確定）（資源量の確定）

• 最優先最優先最優先最優先事項は資源量の把握にある。それは広域事項は資源量の把握にある。それは広域事項は資源量の把握にある。それは広域事項は資源量の把握にある。それは広域の探査の探査の探査の探査

を行い、有望海域を選定し、潜在鉱物資源量を推定し、を行い、有望海域を選定し、潜在鉱物資源量を推定し、を行い、有望海域を選定し、潜在鉱物資源量を推定し、を行い、有望海域を選定し、潜在鉱物資源量を推定し、

事業化に事業化に事業化に事業化に結びつけること。結びつけること。結びつけること。結びつけること。

• 資金資金資金資金と人材を集中させて官民協同の体制を組み、開発と人材を集中させて官民協同の体制を組み、開発と人材を集中させて官民協同の体制を組み、開発と人材を集中させて官民協同の体制を組み、開発

計画計画計画計画を強力を強力を強力を強力に推し進めるに推し進めるに推し進めるに推し進める必要。必要。必要。必要。

• 官庁官庁官庁官庁船のみならず民間船も動員した官民協同の体制を船のみならず民間船も動員した官民協同の体制を船のみならず民間船も動員した官民協同の体制を船のみならず民間船も動員した官民協同の体制を

構築し、役割分担を明確に構築し、役割分担を明確に構築し、役割分担を明確に構築し、役割分担を明確にした探査事業が必要した探査事業が必要した探査事業が必要した探査事業が必要

（開発課題）（開発課題）（開発課題）（開発課題）

• 採鉱採鉱採鉱採鉱・揚鉱のための機器システムの開発，及び海底か・揚鉱のための機器システムの開発，及び海底か・揚鉱のための機器システムの開発，及び海底か・揚鉱のための機器システムの開発，及び海底か

らの採鉱に伴う海域の環境評価らの採鉱に伴う海域の環境評価らの採鉱に伴う海域の環境評価らの採鉱に伴う海域の環境評価

• 潜在潜在潜在潜在鉱物鉱物鉱物鉱物資源量や資源量や資源量や資源量や分布・産状に基づいて、実海域実験分布・産状に基づいて、実海域実験分布・産状に基づいて、実海域実験分布・産状に基づいて、実海域実験

も含めた継続的な技術開発をも含めた継続的な技術開発をも含めた継続的な技術開発をも含めた継続的な技術開発を実施実施実施実施

（体制）（体制）（体制）（体制）

• 官民連携を強化し、プロジェクト官民連携を強化し、プロジェクト官民連携を強化し、プロジェクト官民連携を強化し、プロジェクトの推進体制についても、の推進体制についても、の推進体制についても、の推進体制についても、

民間企業を加えた新たな取組み民間企業を加えた新たな取組み民間企業を加えた新たな取組み民間企業を加えた新たな取組み体制体制体制体制

２。提言２。提言２。提言２。提言

海底海底海底海底熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト、マンガン団塊及びレア熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト、マンガン団塊及びレア熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト、マンガン団塊及びレア熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト、マンガン団塊及びレア

アースアースアースアース泥はそれぞれ泥はそれぞれ泥はそれぞれ泥はそれぞれ賦存海域と産状に特徴が賦存海域と産状に特徴が賦存海域と産状に特徴が賦存海域と産状に特徴がありそれに従ったありそれに従ったありそれに従ったありそれに従った

展開が必要で、今海洋基本計画期間における取組について以下展開が必要で、今海洋基本計画期間における取組について以下展開が必要で、今海洋基本計画期間における取組について以下展開が必要で、今海洋基本計画期間における取組について以下

提言する。提言する。提言する。提言する。

（海底（海底（海底（海底熱水熱水熱水熱水鉱床）鉱床）鉱床）鉱床）

①①①①潜在潜在潜在潜在鉱物資源量の詳細調査を、官民共同鉱物資源量の詳細調査を、官民共同鉱物資源量の詳細調査を、官民共同鉱物資源量の詳細調査を、官民共同体制と体制と体制と体制と新しい探査概新しい探査概新しい探査概新しい探査概

念の導入念の導入念の導入念の導入により集中的に実施し、事業化の見通しをつける。により集中的に実施し、事業化の見通しをつける。により集中的に実施し、事業化の見通しをつける。により集中的に実施し、事業化の見通しをつける。

②②②②前半前半前半前半における要素技術開発を踏まえ、後半に採鉱・揚鉱のにおける要素技術開発を踏まえ、後半に採鉱・揚鉱のにおける要素技術開発を踏まえ、後半に採鉱・揚鉱のにおける要素技術開発を踏まえ、後半に採鉱・揚鉱のたたたた

めのめのめのめのパイロット生産システムを実海域において実証し、また実海パイロット生産システムを実海域において実証し、また実海パイロット生産システムを実海域において実証し、また実海パイロット生産システムを実海域において実証し、また実海

域実験に基づい域実験に基づい域実験に基づい域実験に基づい

て環境影響評価手法を確立するて環境影響評価手法を確立するて環境影響評価手法を確立するて環境影響評価手法を確立する。。。。

2018 年度（平成年度（平成年度（平成年度（平成30 年度）年度）年度）年度）以降は、以降は、以降は、以降は、我が国企業に対してこれらの我が国企業に対してこれらの我が国企業に対してこれらの我が国企業に対してこれらの

成果を承継しつつ成果を承継しつつ成果を承継しつつ成果を承継しつつ、官民、官民、官民、官民が一体となって事業化プロジェクトの実が一体となって事業化プロジェクトの実が一体となって事業化プロジェクトの実が一体となって事業化プロジェクトの実

現に取り組む。その成果を踏まえ、現に取り組む。その成果を踏まえ、現に取り組む。その成果を踏まえ、現に取り組む。その成果を踏まえ、

国際資源情勢をにらみつつ、国際資源情勢をにらみつつ、国際資源情勢をにらみつつ、国際資源情勢をにらみつつ、2020 年代後半には民間企業が参年代後半には民間企業が参年代後半には民間企業が参年代後半には民間企業が参

画する、商業化を画する、商業化を画する、商業化を画する、商業化を目指した目指した目指した目指したプロジェクトが開始されることが望ましプロジェクトが開始されることが望ましプロジェクトが開始されることが望ましプロジェクトが開始されることが望まし

いいいい。。。。

（コバルト（コバルト（コバルト（コバルト・リッチ・クラスト及びマンガン・リッチ・クラスト及びマンガン・リッチ・クラスト及びマンガン・リッチ・クラスト及びマンガン団塊）団塊）団塊）団塊）

海底海底海底海底熱水鉱床熱水鉱床熱水鉱床熱水鉱床の進捗の進捗の進捗の進捗状況を基に、探査及び技術開発を着実に状況を基に、探査及び技術開発を着実に状況を基に、探査及び技術開発を着実に状況を基に、探査及び技術開発を着実に

進めていく進めていく進めていく進めていく。。。。

（レアアース泥）（レアアース泥）（レアアース泥）（レアアース泥）

新た新た新た新たな資源として可能性な資源として可能性な資源として可能性な資源として可能性を秘めてを秘めてを秘めてを秘めているレアアース泥については、いるレアアース泥については、いるレアアース泥については、いるレアアース泥については、

将来の開発可能性を見極めるため、資源量将来の開発可能性を見極めるため、資源量将来の開発可能性を見極めるため、資源量将来の開発可能性を見極めるため、資源量評価、及び評価、及び評価、及び評価、及び生産のた生産のた生産のた生産のた

めの広範な技術分野の調査・研究を実施し、技術開発計画を策めの広範な技術分野の調査・研究を実施し、技術開発計画を策めの広範な技術分野の調査・研究を実施し、技術開発計画を策めの広範な技術分野の調査・研究を実施し、技術開発計画を策

定定定定するするするする

海洋海洋海洋海洋資源開発産業資源開発産業資源開発産業資源開発産業の強化と育成の強化と育成の強化と育成の強化と育成

１。世界の海洋資源開発産業

①海洋石油天然ガス

巨大（年間６０兆円の規模）にして，高い成長を続

ける（実績と予測例：海洋プラント2011年＄140B、

2020年$320B）

②海洋再生可能エネルギー

すでに欧州では年間数GW規模の大きな成長産

業

③メタンハイドレート

日本が実海域パイロットプロジェクトを成功させた

（２万m３

／日）の段階で，官民の事業化を経て商

業化にはスケールアップ（１００倍程度）プラント開

発が必要

④海底鉱物資源

海外の民間会社のパイロット事業が先行。我が

国では事業化のための資源量確定の段階、実海

域での採鉱・揚鉱システムの開発は今後の課題

２。共通技術基盤

洋上の生産貯蔵プラントの機材や海底生産の機洋上の生産貯蔵プラントの機材や海底生産の機洋上の生産貯蔵プラントの機材や海底生産の機洋上の生産貯蔵プラントの機材や海底生産の機

器システム器システム器システム器システム（Subsea Production System）はほぼ欧

米が独占され，国際競争力が弱い。韓国中国は

官民あげて開発基盤を整備中。

２．課題

（体制）

・事業化・事業化・事業化・事業化の視点と海洋産業育成というの視点と海洋産業育成というの視点と海洋産業育成というの視点と海洋産業育成という観点をもって、観点をもって、観点をもって、観点をもって、

民間企業の主体的参加を促し、官民共同の連携開民間企業の主体的参加を促し、官民共同の連携開民間企業の主体的参加を促し、官民共同の連携開民間企業の主体的参加を促し、官民共同の連携開

発体制を強化する。商業化を前提に、スピードとタ発体制を強化する。商業化を前提に、スピードとタ発体制を強化する。商業化を前提に、スピードとタ発体制を強化する。商業化を前提に、スピードとタ

イミングを重視した取組体制を構築する。イミングを重視した取組体制を構築する。イミングを重視した取組体制を構築する。イミングを重視した取組体制を構築する。

（機器開発）（機器開発）（機器開発）（機器開発）

・探査船等の海洋・探査船等の海洋・探査船等の海洋・探査船等の海洋探査・掘削機器類や探査・掘削機器類や探査・掘削機器類や探査・掘削機器類やROV/AUV ROV/AUV ROV/AUV ROV/AUV 

のセンサー類等の重要のセンサー類等の重要のセンサー類等の重要のセンサー類等の重要部品の開発を振興する。部品の開発を振興する。部品の開発を振興する。部品の開発を振興する。

（海洋石油・天然ガス開発市場経の参入と国際競（海洋石油・天然ガス開発市場経の参入と国際競（海洋石油・天然ガス開発市場経の参入と国際競（海洋石油・天然ガス開発市場経の参入と国際競

争力）争力）争力）争力）

・深海底・深海底・深海底・深海底技術など技術など技術など技術などの海底下の海底下の海底下の海底下での石油・天然での石油・天然での石油・天然での石油・天然ガス産ガス産ガス産ガス産

出技術出技術出技術出技術やその機やその機やその機やその機資材開発資材開発資材開発資材開発技術技術技術技術は海洋は海洋は海洋は海洋資源開発に資源開発に資源開発に資源開発に

おける共通技術おける共通技術おける共通技術おける共通技術基盤技術で，この強化育成は，我基盤技術で，この強化育成は，我基盤技術で，この強化育成は，我基盤技術で，この強化育成は，我

が国の海洋資源開発にとって不可欠な課題．が国の海洋資源開発にとって不可欠な課題．が国の海洋資源開発にとって不可欠な課題．が国の海洋資源開発にとって不可欠な課題．

・上流・上流・上流・上流（資源開発会社）（資源開発会社）（資源開発会社）（資源開発会社）から中流（エンジニアリンから中流（エンジニアリンから中流（エンジニアリンから中流（エンジニアリン

グ）・下流（資材機材グ）・下流（資材機材グ）・下流（資材機材グ）・下流（資材機材開発と供給を含む開発と供給を含む開発と供給を含む開発と供給を含む）まで、国際）まで、国際）まで、国際）まで、国際

競争力ある技術を保有し、今後の競争力ある技術を保有し、今後の競争力ある技術を保有し、今後の競争力ある技術を保有し、今後の排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域

ににににおける海底おける海底おける海底おける海底鉱物資源鉱物資源鉱物資源鉱物資源開発や開発や開発や開発やメタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレート開開開開

発において、自主技術とエンジニアリング力による発において、自主技術とエンジニアリング力による発において、自主技術とエンジニアリング力による発において、自主技術とエンジニアリング力による

産業創出をはかる必要がある。産業創出をはかる必要がある。産業創出をはかる必要がある。産業創出をはかる必要がある。

、、、、



国際競争力ある海洋資源産業を育成強化する施策国際競争力ある海洋資源産業を育成強化する施策国際競争力ある海洋資源産業を育成強化する施策国際競争力ある海洋資源産業を育成強化する施策

① 国が支援する国内での小規模な掘削事業や開発事業に、我が国の民間企業の

参加を促し、実海域での経験を通じて基盤技術を構築する。

② 海外の資源産出国のプロジェクトに日本企業が参加できるような機会を創る支援を

行う。例えば、開発のための資機材などの研究開発をオペレーターとJOGMEC等が

共同で行い、日本企業がこれに参加し技術開発力を高め、また、外国のオペレーターや

資機材サプライヤーに資本参加するような機会を支援する。

③ 深海底開発分野「大水深の海底掘削・生産システム」の強化が特に重要である。

益々大水深化・高度化するこの分野の技術基盤を公的資金による中長期にわたるR&D
プログラムによって強化する。

④ 我が国の資源開発、掘削、エンジニアリング及びオペレーター企業、コントラクターと呼

ばれる資機材供給企業などが適切に連携し、資源産出国における資源開発プロジェク

トに積極的に参画を支援する。

⑤ 我が国の海洋資源関連産業強化のために、国際協力銀行（JBIC）等の機能を活用し、ま

た、産業革新機構の資本参加を通じて、海外企業との連携、M&A及び資源・エネル

ギー権益確保のための支援を行う。

25

我が国のエンジニアリング企業や資機材供給会社が、開発オペレーターのもとで実績を積み、

国際競争力をつけ、開発プロジェクトにおいて主導権を取れるようにすることである。

以下の①〜⑤項目について、政策的に支援し、基盤構築して国際競争力ある海洋資源産業を

育成強化する必要がある。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/sanyo/sanyo_betten.pdf

海洋産業の発展基盤としての人材育成海洋産業の発展基盤としての人材育成海洋産業の発展基盤としての人材育成海洋産業の発展基盤としての人材育成

（新しい酒は新しい皮袋へ）

① 資源工学、海洋工学、海事工学が停滞する中で，これを活性化し、優秀な学生に世

界の海洋開発の最先端の動向等を教え、グローバルな海洋産業人へ志向させる必

要がある。

② 海洋開発の技術開発やオペレーションはますます高度化・複雑化し、技術競争も激

化しており、資源開発企業・エンジニアリング企業・オペレーター企業等の ニー

ズを踏まえ、海洋開発人材育成機関の設置を検討すべきである。

③ 日本版シーグラントシステム（海洋国家基盤創造プログラム；人材育成PT）に 相

応しい、教育・研究・産業技術開発をワンセットとした組織が必要である。

④ しかしながら、我が国の既存の教育・研究組織の補強ではこのような新しい分野の

開発に対応するには限界があり、教育・研究・技術開発を同時に行う、新しい 組織

と陣容が必要である。充実した教育システム（教員養成も含む）を構築する 必要が

ある。

⑤ 新しい深海底技術や実海域での掘削演習やプラント運用、さらにグローバルな 専

門職養成にも重点を置くことも重要な課題である。

⑥ 次期海洋基本計画期間中において、人材育成と産業技術基盤の構築を同時に 実

行するような組織の構想と計画の策定を産官学で行い、その実現に向けた プロ

グラムを策定すべきことを提言する。
26



検討案：公設民営型「総合海洋産業開発機構」検討案：公設民営型「総合海洋産業開発機構」検討案：公設民営型「総合海洋産業開発機構」検討案：公設民営型「総合海洋産業開発機構」

1）規模と運営

① 規模：教員50名・職員50名、学生200名、技術開発研究員100名、

② 年間予算：人件費30億円，設備・運用費70億円程度の規模とし

③ 運営は公設民営方式またはGOCO方式

④ 国際的に開かれた機関 とする。

2) 教育内容／海洋シーグラント

① 海洋科学、海洋工学、海洋資源工学、海洋プラント・エンジニアリング、海事工学、海洋環境学、海洋生物学、

海洋法・海洋政策、海洋経済学

② 実験・訓練のための実海域設備と調査・探査船

③ 国際海洋大学・研究機関との連携

3)教員:国際的に活躍している人材またはOBを欧米・アジアから広く集める。

①石油・天然ガス・鉱物資源などの開発会社

②オペレーティング会社/ 海洋プラント・エンジニアリング会社

③海洋構造・機器製造会社

④海洋開発のコンサルタント会社

4)技術開発: 海洋プラント開発、深海底技術システム、探査・掘削機器

5)公的研究機関との連携: 経産省・国交省・環境省・文科省・防衛省の研究機関の海洋分野・部門との連携、又は合流が重要。

27

教育・研究・産業技術開発を兼ね備えた「海洋産業総合研究開発機構」を設立して、

海洋人材教育（高専・大学・大学院・社会人専門職大学院）と海洋産業技術基盤

（海洋プラント・エンジニアリング、深海底技術分野）の構築を行う。

次期基本計画に必要性と計画策定を明記する次期基本計画に必要性と計画策定を明記する次期基本計画に必要性と計画策定を明記する次期基本計画に必要性と計画策定を明記する

海洋産業に関わる総合的な教育・研究・産業技術開発の機関を設置して、

人材育成・技術基盤構築をはかる。産官学が連携して、設立と運営に当たる。

参与会議 PT「人材育成」（浦参与取りまとめ）

28



参考資料
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海洋新産業創出のステップとその内容、事例

 

ステップ   内容   最近の事例   

1. 政策   政策目標と法整備（海域利用、環境規制）   海洋産業に関わる事例   

１．ノルウェーの北海域の石

油・天然ガス産業／８年   

２．イギリスの海洋エネルギ

ー産業/８年（進行中）   

３．デンマーク   洋上風力発

電事業   

４．ブラジル：深海底石油ガ

ス田開発   

５．その他：韓国の海洋エネ

ルギー事業、米国・カナ

ダの海洋エネルギー事

業、インドの大規模海洋

エネルギー利用計画   

2. 基盤   ⑴公的研究機関における R&D   

⑵実証設備の建設、民間の利用促進   

⑶インフラ整備   

3. 新産業創出   

（市場、起業，

産業技術）   

   

⑴事業者の創出   （売る人）   

   複数のベンチャーの競争   

   公的資金による長期的融資   

⑵産業技術・製造技術の構築（作る人）   

   試作、実海域における実証試験をへて

商業化を図る   

⑶市場の形成と全量買取り制度（買う人）   

◎官民事業化プロジェクト→商業化プロ

ジェクトへ   

4. 産業競争力   ⑴輸出産業として国際競争力   

（システムー標準̶ 認証、輸出促進支援）   

⑵途上国でプロジェクト創出(国際連携)   
30



海洋エネルギー産業化ステップと期間／予算規模

（欧米の事例から）

31

2011.1.17海技研で講演／湯原

海洋エネルギー実用化へ向けた政策，基盤，技術力

32

2000〜2010年の実績を評価する



１． 建設費40万円／kW（デンマークの洋上風力実

績400MW1650億円）、設備利用率30％

２． 英国の年間総発電量 371TWhの２９％＝107
TWh,  （参考）日本1041TWhの10％

３． ラウンド３ Dogger Bank海域 9.0GW（５MW機

1400基）

英国電力大手のScottish and Southern Energy社

（SSE）が発電設備を担当．三菱重工（現地アル

テミス社を買収，現地に製造・開発拠点を形成，

英国政府の補助金の支給を受け10MW風車を

開発）が製作を担当—2011年２月公表

４． 韓国政府、洋上風力発電2.5GWを建

設へ ６１００億円投入、造船業の競

争力向上( 2011.9.21産経新聞)

現代重工業とサムスン重工業、大宇

造船海洋などが来年、同プロジェクト

のタービン製造・設置に応札する見通

し。海外企業は入札に参加できない。

総数計５００基。

５． 高圧直流送電：変電所£1.1億＋海底

ケーブル£100万／km

例：8GW・40kmで概算＝£7.5億

2012.2. T.YUHARA
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代替エネルギーとしての洋上風力事業例

海洋再生可能エネルギーの役割（試論）

再生可能エネルギ−３０％(全電源）に対してその1/4~1/3を担うことができるか

１．エネルギー政策見直し

全電源における再生可能エネルギーの役割は２５〜３５％（原発０〜２５％）

２．陸上の限界から海洋再生可能エネルギーの役割は、全電源中５〜１０％程度

３。地球温暖化から２０３０年３０％CO2削減

再生可能エネルギーは全電源の３０％程度と火力発電４５％（効率向上〜６０％）

４。エネルギーセキュリティ（東京大学+重電４社の トリプルフィフティ 2030年ま

で 化石燃料依存５０％、自給率５０％、利用効率５０％）

全電源中の再生可能エネルギ−発電 ３０％

海洋再生可能エネルギーの２０３０年に想定する規模は海洋再生可能エネルギーの２０３０年に想定する規模は海洋再生可能エネルギーの２０３０年に想定する規模は海洋再生可能エネルギーの２０３０年に想定する規模は２０２０２０２０GW程度程度程度程度(全電源の全電源の全電源の全電源の5%)

現在進行中の洋上風力プロジェクトの最終的な規模は、英国2020年47GW、中国2020年30GW、

米国2020年10GW、ドイツ2020～2030年20～25GW 34



2030203020302030 年年年年ににににおおおおけけけけるるるる再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーーのののの設設設設備備備備能能能能力力力力とととと全全全全電電電電源源源源中中中中ににににおおおおけけけけるるるる電電電電力力力力量量量量構構構構成成成成試試試試算算算算     

   ２０３０年 環環環環境境境境省省省省公公公公表表表表値値値値           2012201220122012....8.318.318.318.31    エネ環会議 2012.6.29   

エネルギー源 洋洋洋洋 上上上上

風風風風     

力力力力 

地熱 バイオ 

マス 

海海海海洋洋洋洋エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー     小計 太陽光 陸上風 

力 

水力 全電源中

の再可エ

ネのシェ

ア 

潮潮潮潮 流流流流 ////

波波波波力力力力     

海海海海流流流流     

(稼働率) (30%) (80%) (80%) (40%) (75%) (12%) （20%） 

   再生可能エネルギー３０％ 

   原発１５％ 

 

①設備 GW 

②電力量構成 

8.08.08.08.0     3.93.93.93.9     6.06.06.06.0     1.51.51.51.5 ― 19 63 38383838    48 168168168168    

2.1% 2.7% 4.2% 0.5% ― 9.5% 6.6% 6.6% 7% 30% 

   再生可能エネルギー３３％ 

   原発０％シナリオ－１ 

③設備 GW 8.0 3.9 6.0 1.51.51.51.5         25 69 52 48 194 

④電力量構成 2.1% 2.7% 4.2% 0.5  9.5% 7.2% 9.0% 7% 32.7% 

  提案１：再再再再生生生生可可可可能能能能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー

３３３３５５５５％％％％     

              

 

    

    

⑤設備 GW 20.0 3.9   6.0   8 2 25 69   25 48 194 

⑥電力量構成 5.3% 2.7%   4.2%   2.8% 1.4% 16.4% 7.2%   4.4% 7% 35% 

  提案２：再生可能エネルギ－

30％ 

⑤設備 GW 10.0 3.9   6.0   4.3 1.4  63   25   

⑥電力量構成 2.6% 2.7%   4.2%   1.5% 1.0% 12% 6.6%   4.4% 7% 30% 
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海洋新産業の創出と新興に向けて

我が国はエネルギー資源を海外に依存

しており、その多くは海洋から生産

�EEZ内開発を行い、自国で資源確保

�世界の海洋開発需要も取り込む

背背背背 景景景景

オールジャパンでオールジャパンでオールジャパンでオールジャパンでのののの海洋資源開発推進海洋資源開発推進海洋資源開発推進海洋資源開発推進

将来的に…

国富の国富の国富の国富の

創出に寄与創出に寄与創出に寄与創出に寄与

我が国技術の

活用機会創出

海洋資源開発にかかる

技術の高度化

プロジェクト進出の

リスク低減支援

海外プロジェクトへの

進出支援

プロジェクト受注のための

企業連携強化

我が国で海洋資源開発を行いうる体制の構築が必要我が国で海洋資源開発を行いうる体制の構築が必要我が国で海洋資源開発を行いうる体制の構築が必要我が国で海洋資源開発を行いうる体制の構築が必要

（日本プロジェクト産業協議会海洋資源事業化研究会資料より作成）

韓国

35%

ブラジル

15%
中国

15%

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

14%

日本

1%

その他

20%

海洋開発市場が急成長する一方で

日本の海洋構造物建造シェアは1%

日本周辺海域での

新たな海洋資源の可能性

我が国権益のプロジェクト

でも調達先は海外

連携による相乗効果連携による相乗効果連携による相乗効果連携による相乗効果 ①海洋産業の競争力強化 ②海洋資源開発の高度化 ③海洋資源の安定的確保

回収想定量 価値

海底熱水鉱床 4.5億トン 80兆円相当

ｺﾊﾞﾙﾄ･ﾘｯﾁ･ｸﾗｽﾄ 11億トン 100兆円相当

ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ 4.1兆m

3

120兆円相当

我が国周辺海域の海洋資源我が国周辺海域の海洋資源我が国周辺海域の海洋資源我が国周辺海域の海洋資源

海洋産業育成にあたっての課題海洋産業育成にあたっての課題海洋産業育成にあたっての課題海洋産業育成にあたっての課題

� 海洋開発は沖合・大水深下で実施される傾向にあり、高度な技術が必要

� 直近では国内に資源開発プロジェクトがなく、海外進出が不可欠

� 新規プロジェクトへの進出においては、そのリスク対策も必要

課題克服には官民関係者が課題克服には官民関係者が課題克服には官民関係者が課題克服には官民関係者が

一丸となって取り組むことが必要一丸となって取り組むことが必要一丸となって取り組むことが必要一丸となって取り組むことが必要

原子力を除く我が国のエネルギー自給率 

（出典：エネルギー白書）

4%
(2008年)

１次エネルギー国内供給量に対する石油及び

天然ガスの割合  （出典：総合エネルギー統計）

66.3%
(2011年)

世界の石油、天然ガスの海洋からの生産比率

（出典：EIA等）

4割程度 
(2010年)

海洋開発関連船舶投資の見通し海洋開発関連船舶投資の見通し海洋開発関連船舶投資の見通し海洋開発関連船舶投資の見通し

（Clarkson資料より作成）

海洋構造物手持ち工事量シェア海洋構造物手持ち工事量シェア海洋構造物手持ち工事量シェア海洋構造物手持ち工事量シェア

（金額ベース, 2012.9, Clarkson資料より作成）
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プロジェクト受注のための企業連携強化 ～海洋開発に係る事業構造～

• 海洋開発事業は、開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導

• 日本では、総合エンジニアリング企業として三井海洋開発（MODEC）が浮体式石油生産・貯蔵・積出施設（FPSO）で唯一成功

• しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等に委託しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等に委託しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等に委託しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等に委託

EPCM:  Engineering, Procurement, Construction & Management、InstallationはConstruction (建造)に含む。

EPCI :  Engineering, Procurement, Construction & Installation

DED (Detailed Engineering Design: 詳細設計）、調達、建造及び設置

FEED :  Front End Engineering Design

概念設計(Key Plan）を作成

中

流

中

流

中

流

中

流

下

流

下

流

下

流

下

流

上

流

上

流

上

流

上

流

・鉱区：西豪州

・水深：250m
・開発当事者

国際石油開発帝石国際石油開発帝石国際石油開発帝石国際石油開発帝石

（日・（日・（日・（日・76%））））

TOTAL（仏・24%）

・開発投資額：3.5兆円

上流の開発当事者は日系企業たる国上流の開発当事者は日系企業たる国上流の開発当事者は日系企業たる国上流の開発当事者は日系企業たる国

際石油開発帝石だが、下流施設の多く際石油開発帝石だが、下流施設の多く際石油開発帝石だが、下流施設の多く際石油開発帝石だが、下流施設の多く

は外国企業が担当。は外国企業が担当。は外国企業が担当。は外国企業が担当。

イクシスガス田

イクシスイクシスイクシスイクシスLNGプロジェクト（豪）の例プロジェクト（豪）の例プロジェクト（豪）の例プロジェクト（豪）の例

天然ガス生産・処理施設天然ガス生産・処理施設天然ガス生産・処理施設天然ガス生産・処理施設

（（（（CPF））））

エンジニアリング・建造：

サムスン（韓）・2700億円

浮体式生産・貯蔵・積出浮体式生産・貯蔵・積出浮体式生産・貯蔵・積出浮体式生産・貯蔵・積出

施設（施設（施設（施設（FPSO））））

エンジニアリング・建造：

大宇（韓）・2000億円

我が国のエンジニアリング会社や造船会社・機器メーカー等が、開発オペレーターのもとで我が国のエンジニアリング会社や造船会社・機器メーカー等が、開発オペレーターのもとで我が国のエンジニアリング会社や造船会社・機器メーカー等が、開発オペレーターのもとで我が国のエンジニアリング会社や造船会社・機器メーカー等が、開発オペレーターのもとで

実績を積み、国際競争力をつけ、我が国として開発プロジェクトの主導権を取れるようにすべき実績を積み、国際競争力をつけ、我が国として開発プロジェクトの主導権を取れるようにすべき実績を積み、国際競争力をつけ、我が国として開発プロジェクトの主導権を取れるようにすべき実績を積み、国際競争力をつけ、我が国として開発プロジェクトの主導権を取れるようにすべき

37

海洋資源開発にかかる技術の高度化 ～海洋開発に必要な技術～

海洋・観測調査海洋・観測調査海洋・観測調査海洋・観測調査

出典：Nautilus Minerals HPより

水中ポンプ

ライザー技術ライザー技術ライザー技術ライザー技術

出典：

Petrobras HP

サブシー技術サブシー技術サブシー技術サブシー技術

係留技術係留技術係留技術係留技術

� 位置保持技術

� 動揺低減、波漂流力低減技術等

� 海底上に設置するセパレータ等

の生産設備

� パイプライン、送電ケーブルの

低コスト設置技術

保守管理、ライフサイクルコスト低減技術保守管理、ライフサイクルコスト低減技術保守管理、ライフサイクルコスト低減技術保守管理、ライフサイクルコスト低減技術

� モニタリング、健全性評価技術

� 疲労設計技術、防食技術等の長寿命化技術

� 搭載機器の効率的な換装を実現する浮体設計技術

総合エンジニアリング技術総合エンジニアリング技術総合エンジニアリング技術総合エンジニアリング技術

� 要素技術群を統合し、設計、調達、建造、設置までを

一つのシステムとして組み上げる統合技術

� 運用のためのオペレーション技術

海洋開発は多様な要素技術を統合して

高度なシステムを構築する総合分野

海底熱水鉱床開発用ライザーシステム

洋上ロジスティクス洋上ロジスティクス洋上ロジスティクス洋上ロジスティクス

� 効率的な人員・物資輸送システム

� 出荷システム

国内での資源調査プロジェクトや我が国企業が権益を有する海外プロジェクトにおいて国内での資源調査プロジェクトや我が国企業が権益を有する海外プロジェクトにおいて国内での資源調査プロジェクトや我が国企業が権益を有する海外プロジェクトにおいて国内での資源調査プロジェクトや我が国企業が権益を有する海外プロジェクトにおいて

我が国技術の活用機会を創出すべき我が国技術の活用機会を創出すべき我が国技術の活用機会を創出すべき我が国技術の活用機会を創出すべき

洋上ロジスティックハブ

FPSO

海底生産設備

ライザー

係留

� 広範囲・大深度の調査分析技術

出典：

J-DeEP

出典：文部科学省 HP
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三星SAMSUNG重工業、500億ドルの超大型LNG-FPSO受注

2009年07月30日中央日報日本語版

三星（サムスン）重工業が世界最大のエネルギー企業ロイヤル・ダッチ・シェルから１５年間にわたり最大500億ドル規模の

特殊船舶を供給する契約を獲得した。 三星重工業はフランスのエンジニアリング会社テクニップと共同で向こう15年間に

わたりロイヤル・ダッチ・シェルが発注するＬＮＧ－ＦＰＳＯ（浮体式液化天然ガス生産・貯蔵・積出設備）を独占的に供給す

るメーカーに選定されたと29日に明らかにした。

同社の金澄完（キム・ジンワン）副会長はパリで２８日にロイヤル・ダッチ・シェルの社長と基本契約を交わした。本契約は

来年初めになる予定だ。三星重工業は「ロイヤル・ダッチ・シェルが発注するＬＮＧ－ＦＰＳＯは1隻当たりの価格が５０億ド

ル水準で、最大10隻を発注する見通しだ」と明らかにした。これが実現すると世界の造船・海洋部門では過去最大規模の

発注となる。

韓国の新たなる挑戦「韓国の新たなる挑戦「韓国の新たなる挑戦「韓国の新たなる挑戦「海洋産業大国海洋産業大国海洋産業大国海洋産業大国へ」へ」へ」へ」

韓国李明博大統領主催 非常経済対策会議「海洋発展方策」を決定 2012年5月9日

1. 政策目標:世界の海洋プラント市場の規模 2011 年1400億ドル、

2020年3200億ドル、2030年5000億ドル

� 韓国2020年の売り上げ目標目標目標目標800億ドル億ドル億ドル億ドル 雇用雇用雇用雇用10万人万人万人万人

� 2020 年資機材内製化比率を60%へ（現在20%）

2. 基盤構築

� 海洋産業クラスターの造成 国内誘致（人材と優遇税制）と機器の認証制度

� 研究機関；海洋プラント研究所と大学教育の改革（総合エンジニアリング課程、修士・博士

課程の増強

3. 産業競争力強化

� エンジニアリング力強化し、プロジェクトでの主導権を取り、資材機材の決定権を確保す

る。

� 海外資源開発拠点でのプロジェクト創出と運営に参加

� Subsea 分野の技術開発を海洋産業のエンジンとして重点強化（コンソーシアムの結成、

M&Aも積極的に）
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2012.12 湯原

韓国の展開（研究開発と事業開発）2009~2012

• 三星SAMSUNG重工業、５００億ドルの超大型LNG-FPSO受注

2009年07月30日中央日報

• 韓国：世界初の海洋プラント試験研究所を建設予定 2011.6韓国海事通信

• INPEX,サムスン重工業にCPF 発注、海洋プラントの歴史を塗り替え /

日本企業から海洋ガス処理設備CPF 2012年2月ジェトロ韓国海事通信

• 韓国の新たなる挑戦「第二の造船業＝海洋産業大国へ」

韓国李明博大統領主催 非常経済対策会議「海洋発展方策」を決定2012年5月9日

大学・研究機関の改革と新しい組織による産業技術開発

• 韓国＜総合＞極地と海洋研究を本格化韓国＜総合＞極地と海洋研究を本格化韓国＜総合＞極地と海洋研究を本格化韓国＜総合＞極地と海洋研究を本格化／／／／韓国海洋科学技術院韓国海洋科学技術院韓国海洋科学技術院韓国海洋科学技術院(KIOST;旧旧旧旧KORDI) 2012/07/20東

洋経済日報

• 「海洋プラント資機材「海洋プラント資機材「海洋プラント資機材「海洋プラント資機材R&Dセンター」の開所式センター」の開所式センター」の開所式センター」の開所式 KOREA MARITIME NEWS  2012.9 

• 造船大手３社、 コンソーシアム組み政府資金を得て、海底市場コンソーシアム組み政府資金を得て、海底市場コンソーシアム組み政府資金を得て、海底市場コンソーシアム組み政府資金を得て、海底市場(Subsea)の攻略の攻略の攻略の攻略に積極的に乗り

出すJune 2012  Maritime Korea News

• 釜山市と韓国IT研究院、海洋プラント産業融合技術シンポジウム海洋プラント産業融合技術シンポジウム海洋プラント産業融合技術シンポジウム海洋プラント産業融合技術シンポジウムを開催−ジェトロ

• 韓国：斗山グループ、海洋プラント市場への進出斗山グループ、海洋プラント市場への進出斗山グループ、海洋プラント市場への進出斗山グループ、海洋プラント市場への進出(Subsea)について June 2012  Maritime Korea

• 韓国の造船業を支える海洋プラント「FPSO」今後今後今後今後30年にわたり造船業の柱に年にわたり造船業の柱に年にわたり造船業の柱に年にわたり造船業の柱に／／／／朝鮮日報

2012.10.1

• 現代重工業、海外の深海底プラント企業の買収深海底プラント企業の買収深海底プラント企業の買収深海底プラント企業の買収に着手KOREA MARITIME NEWS  2012.10 

• 韓国大宇造船、産学連携で、韓国大宇造船、産学連携で、韓国大宇造船、産学連携で、韓国大宇造船、産学連携で、3年間の国プロで年間の国プロで年間の国プロで年間の国プロでGTL−FPSO商業化商業化商業化商業化を目指す。を目指す。を目指す。を目指す。November 

19, 2012 ASIASIS
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＜海底資源の獲得戦争＞後発の韓国、鉱区５カ所の探査権を確保

2013年02月07日 韓国 ⓒ 中央日報

• 天然資源が不足し、“産業のコメ”と呼ばれる銅・ニッケルなど主

要金属資源の大半を輸入している韓国は、深海資源の開発に積

極的に取り組んでいる。 深海資源の開発はその潜在力のため、

韓国政府が国家技術開発事業として重点的に推進する分野だ。

• 韓国は１９９４年８月、国連海洋法協約に基づき、ハワイ東側太

平洋公海の深海底マンガン団塊開発鉱区（１５万平方キロメート

ル）を国際海底機構（ＩＳＡ）に登録し、世界で７番目のマンガン団

塊鉱区保有国となった。 その後、探査を進め、韓国の面積の４分

の３に相当する７万５０００平方キロメートルの独占開発権を確保

した。 この地域内のマンガン団塊埋蔵量は５億６０００万トン。 年

３００万トン規模で採鉱する場合、１００年以上開発が可能だ。

• 韓国政府は０８年４月、南西太平洋トンガの排他的経済海域（ＥＥＺ）

内で、２万４０００平方キロメートルの海底熱水鉱床に対する独占探

査権を獲得した。 政府と大宇造船海洋・サムスン重工業・ＳＫネット

ワークス・ＬＳニッコー銅製錬・ポスコが共同設立した海底熱水鉱床

開発事業団は０９－１２年、２７０億ウォン（約２３億円）を投資し、この

地域の資源埋蔵量と経済性を評価した。 ２０１１年にはフィジーのＥ

ＥＺで海底熱水鉱床独占探査権を確保した。

昨年７月にはインド洋公海で、済州面積の５．４倍にのぼる１万平

方キロメートルの海底熱水鉱床独占探査権を確保した。 韓国海洋

科学技術院は、韓国が確保した海底熱水鉱床で２０年間、年３０万ト

ンを採鉱する場合、計６５億ドル（約７兆ウォン）の金属資源輸入代

替効果があると推定した。
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大宇造船海洋、掘削装備シミュレーターを開発

韓国海事通信2012年11月号

• 10月23日、大宇造船海洋は、韓国初のドリル

シップ・半潜水式掘削船のコントロールルームを

再現した掘削および油田運営装備のシミュレー

ターを開発したことを発表した。

• この装備は、操縦席と多数のモニターを接続し

たマルチビジョン・坑井制御システムなどを搭載

し、実際の掘削船操縦室を再現したものである。

操縦者は、実際に掘削装備を使用しているよう

な実習と体験ができる。また、3D映像などの案

内システムを持っており、利用者が半潜水式掘

削船に直接上船したように思えるバーチャル上

船体験が可能だ。

• このシミュレーターの開発は、実際の掘削作業

の際に原油流出など、発生の恐れが高い海難

事故を防止すると同時に、欧米の少数の装備

メーカーが独占してきた海洋プラント関連装備の

開発のきっかけを作ったと評価されている。

• 大宇造船海洋は今後、この装備を活用した教

育プログラムを運営し、設計・R&D・営業など関

連組職の社員に海洋分野の理解度を高め、業

務能力を向上させるようにしていく計画だ。

• また、シミュレーターを利用して船主や外部の

研究所などとともに共同研究課題を実施すると

同時に、独自の掘削装備の研究開発にも活用

していく予定だ。これを基に同社は、海洋プラ

ント分野で差別化された競争力を確保していく

計画だという。

• これまで韓国では関連装備の不足により海外

で教育を受けてきたが、シミュレーターを開発

でき、教育費削減などの効果も大きいと期待さ

れている。

• 大宇造船海洋の関係者は「シミュレーターが年

間数十億ウォンに上る教育費の削減に寄与す

ると期待している」と説明し、「今後、大宇造今後、大宇造今後、大宇造今後、大宇造

船海洋の社員のみならず、外部の研船海洋の社員のみならず、外部の研船海洋の社員のみならず、外部の研船海洋の社員のみならず、外部の研

究所や大学とも連携してシミュレーター究所や大学とも連携してシミュレーター究所や大学とも連携してシミュレーター究所や大学とも連携してシミュレーター

教育プログラムを支援し、優秀な海洋教育プログラムを支援し、優秀な海洋教育プログラムを支援し、優秀な海洋教育プログラムを支援し、優秀な海洋

専門人材を育成していきたい」専門人材を育成していきたい」専門人材を育成していきたい」専門人材を育成していきたい」と展望を

語った。
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「中国の海洋資源開発の動向 」」」」2011.11キヤノングローバルキヤノングローバルキヤノングローバルキヤノングローバル戦略研究所戦略研究所戦略研究所戦略研究所 段段段段 烽軍烽軍烽軍烽軍

中国の海洋人材育成中国の海洋人材育成中国の海洋人材育成中国の海洋人材育成

海洋人材育成基盤（2009年）

• 大学学科数590 在籍学生

160,717人

• 修士コース数288 在籍院生

10,052人

• 博士コース数121 在籍院生

3,315人

• 社会人大学学科数133 在籍数

28,006人

• 高専数382 在籍学生73,446人

• 海洋資源開発技術学科（工学）

の創設（2010年） 中

国海洋大学、南京師範大学、

大連理工大学

(規模の例）

• 中国海洋大学 山東省青島市

• 在籍学部生：14000人

• 在籍大学院生：7900人

• 在籍社会人大学院生：4700人

• 教員数：1350人（45歳以下：80%）

• 客員教員：500人

• 在籍留学生：1200人

45

教育部、山東省人民政府、国家海洋局、青島市人民政府

による共同建設

総合海洋政策本部 参与会議への提出資料「海洋フロンティアへの挑戦～海洋産業の戦略的育成に向けて～」海洋フロンティアへの挑戦～海洋産業の戦略的育成に向けて～」海洋フロンティアへの挑戦～海洋産業の戦略的育成に向けて～」海洋フロンティアへの挑戦～海洋産業の戦略的育成に向けて～」平成２４年１０月３１日
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Survey: subsea engineers paid highest salary in oil and gas industry

13 March 2012 Offshore-Technology.com
• Subsea, piping and drilling engineers are paid the 

highest salaries amongst oil and gas industry 
professionals, according to a recent study.

• The Oil and Gas Global Salary Guide 2012 
surveyed more than 14,000 industry 
professionals in 24 disciplines across the globe. It 
was produced by Hays Oil & Gas, a global 
specialist recruiting group, along with the jobsite 
Oil and Gas Job Search.

• Subsea engineers were the highest paid of all 
disciplines surveyed and can expect average 
salaries of between $105,200 and $146,900, 
depending on levels of skill and experience.

• Drilling engineers in particular have seen 
effective year-on-year salary gains, with senior 
professionals now averaging salaries of $98,000 
per annum, while the survey found that manager 
level staff can expect to earn around $142,500.

• Reservoir and petroleum engineers also 
commanded impressive salaries, with senior level 
practitioners earning an average annual wage of 
$97,800 and manager level professionals in this 
area receiving $123,400.

• Hays Oil & Gas managing director Matt Underhill 
said: "It is very encouraging news for engineering 
professionals, as well as the industry itself as it 
reflects the increasing levels of confidence and 
activity over the last year and into 2012.

• "These are figures for average salaries across the 
world and there will be many highly skilled 
engineering professionals earning considerably 
more, particularly those in high paying countries 
such as Australia, the US and Norway.

• "It is also worth noting that around 40% of engineers 
are contractors, which shows an industry that is 
bringing a wealth of new projects online."

• Oil and Gas Job Search managing director Duncan 
Freer added: "There has also been a significant and 
welcome demand for graduate level engineers, 
which was not the case in recent years. Skills 
shortages have been a major concern for the 
continuing health of the industry and this change is a 
step in the right direction."

• In addition, the survey found that employer 
confidence has increased, with 26.7% of participants 
answering that they are extremely positive about the 
current market, up from just 9.7% in 2011.

http://www.offshore-technology.com/news/ 47

2012 年 1 月 6 日公開／公開／公開／公開／平成24年1月（ ジェトロ上海事務所作成） China Maritime News

中国：船舶・海洋工業“第十二次五ヵ年”発展規画(2011~2015年）

５．重点分野の指導方針

３３３３ 海洋構造物／海洋産業分野海洋構造物／海洋産業分野海洋構造物／海洋産業分野海洋構造物／海洋産業分野

• 国内外の海洋資源開発の大きな需要を考慮し、海洋石

油ガス開発装備の発展に力を注ぎ、市場シェアの拡大

を加速させ、積極的に海上風力エネルギー発電の工事

建設装備、海水淡水化と総合利用装備の産業化の拡

大を加速するとともに、波浪エネルギー等の海洋再生

可能エネルギー利用工事の建設装備、海底金属鉱物

生産等の海洋鉱物生産資源の開発装備の研究開発を

安定して推進する。

イ）重点発展方針

1）市場需要量の大きな海洋石油ガス開発装備を重点とし）市場需要量の大きな海洋石油ガス開発装備を重点とし）市場需要量の大きな海洋石油ガス開発装備を重点とし）市場需要量の大きな海洋石油ガス開発装備を重点とし

て、基本的に自主設計建造能力をもつ、一部のアドバて、基本的に自主設計建造能力をもつ、一部のアドバて、基本的に自主設計建造能力をもつ、一部のアドバて、基本的に自主設計建造能力をもつ、一部のアドバ

ンテージのある領域において知的財産権を有する製品ンテージのある領域において知的財産権を有する製品ンテージのある領域において知的財産権を有する製品ンテージのある領域において知的財産権を有する製品

を創成するを創成するを創成するを創成する。

2）海洋構造物の重点設備とシステムの舶用機器能力を備

え、国産化装備率を高める。

3）海上風力エネルギー発電工事建設装備、海水淡水化と

総合利用装備の重要技術の難関を突破する。

4）海洋再生可能エネルギー開発装備及び一部の海底鉱物

生産資源の開発装備の研究開発能力と技術備蓄を増

強する。

特別欄5：海洋構造物製造業の重点製品及び技術

重点製品。1）半潜水式掘削プラットホーム、掘削船、ジャッ

キアップ式掘削プラットホーム、浮体式生産貯蔵積出装

置（FPSO）、半潜水式生産プラットホーム、SPARプラット

ホーム、TLPプラットホーム、物質探査船、クレーンパイ

2）動力定位システム、深海錨停泊システム、ジャッキアップ式

プラットホーム昇降システム、大効率海洋プラットホーム

発電ステーション、水中生産システム及び水中パイプスタ

ンド、海洋プラットホームクレーン、海洋ボーリングマシン

モジュール、油漏洩処理装置、海洋掘削上部駆動システ

ム等の重要設備とそのシステム。

重要技術。イ）海洋構造物の先端工事設計と基本設計技術、

大型プラットホーム石油ガス生産機能モジュール設計技

術。ロ）海洋工事装備建造技術、設置調整試作技術とプ

ロジェクト管理技術。ハ）海洋構造物関連システムと設備

の研究製造。ニ）深水浮動式構造物水動力性能分析、深

水施設疲労強度分析、装備と設備の安全信頼性等の基

礎技術研究。ホ）海洋再生可能エネルギー、海底鉱物生

産資源開発装備の前期研究。

ロ）新規重要事項ロ）新規重要事項ロ）新規重要事項ロ）新規重要事項

重点的に深水石油ガス田の探査、開発、生産、サービス、重点的に深水石油ガス田の探査、開発、生産、サービス、重点的に深水石油ガス田の探査、開発、生産、サービス、重点的に深水石油ガス田の探査、開発、生産、サービス、

貯蔵及び輸送の貯蔵及び輸送の貯蔵及び輸送の貯蔵及び輸送の5つの重要課題の装備需要をめぐっつの重要課題の装備需要をめぐっつの重要課題の装備需要をめぐっつの重要課題の装備需要をめぐっ

て、て、て、て、深水装備重要技術の難関を突破し、深水掘削深水装備重要技術の難関を突破し、深水掘削深水装備重要技術の難関を突破し、深水掘削深水装備重要技術の難関を突破し、深水掘削

船、深水超大型浮体式生産貯蔵積出装置（船、深水超大型浮体式生産貯蔵積出装置（船、深水超大型浮体式生産貯蔵積出装置（船、深水超大型浮体式生産貯蔵積出装置（FPSO）、）、）、）、

深水半潜水式生産プラットホーム深水半潜水式生産プラットホーム深水半潜水式生産プラットホーム深水半潜水式生産プラットホーム、海上風車設置船、、海上風車設置船、、海上風車設置船、、海上風車設置船、

浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出装置（浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出装置（浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出装置（浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出装置（LNG-FPSO））））

及びその関連設備等の重大創造プロジェクトの難関及びその関連設備等の重大創造プロジェクトの難関及びその関連設備等の重大創造プロジェクトの難関及びその関連設備等の重大創造プロジェクトの難関

を突破し、自主設計建造能力を形成するを突破し、自主設計建造能力を形成するを突破し、自主設計建造能力を形成するを突破し、自主設計建造能力を形成する。
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University of Houston Launches Nation's First Subsea 

Engineering Master's Program
By Catherine Groux: October 24, 2012 11:00 AM

• Officials from the University of Houston 
(UH) recently announced in a press release 
that they have received the Texas Higher 
Education Coordinating Board's approval to 
launch the country's first subsea 
engineering master's degree program. The 
course of study, which is set to begin in fall 
2013, will give students the technical and 
scientific skills they need to become subsea 
engineering specialists.

• Today, experts believe billions of barrels of 
oil and trillions of cubic feet of natural gas 
are hidden beneath the waters of the Gulf 
of Mexico. However, as these important 
energy sources are frequently buried 10,000 
feet below water, subsea engineers are 
needed to determine how to access them 
despite freezing temperatures, corrosive 
seawater and a great deal of water 
pressure.

• "This is the latest effort UH has established 

in support of the area's energy sector," 

Matthew Franchek , founding director of 

the university's subsea program and a 

mechanical engineering professor, said. 

"Through this program, UH will produce 

students with a detailed understanding of 

how to overcome the unique challenges of 

deepwater exploration. They will be 

equipped with the skills needed to design 

better solutions to the obstacles 

encountered in underwater drilling."

• While this will be the nation's first subsea 

engineering master's program, various 

institutions in the U.K. have already 

launched similar programs, including 

Scotland's University of Aberdeen and 

England's Newcastle University. 49

米国の超党派有識者「日米同盟に関する報告書」を発表。

リチャード・アーミテージ元国務副長官とジョセフ・ナイ元国防次官補の共同執筆で、

２０００年、０７年に次ぐ第３弾の提言 ２０１２年8月

メタン・ハイドレート： エネルギー協力の強化に寄与する潜在

的大転換の好機

• 二国間協力には、もう1つの有望だがより不確実な長期的領域としてメタ

ン・ハイドレートがある。メタン・ハイドレートは、深く埋もれた氷の中に閉

じ込められた天然ガスの結晶である。経済的および技術的な大きな

ハードルを乗り越えられれば、メタン・ハイドレートの埋蔵量は、現在の

在来型および非在来型ガスの埋蔵量をはるかに上回るだろう。

• 日本の南中央域、沖合にあるメタン・ハイドレートの鉱床は、天然ガス国

内消費量の10年分に当たると見積もられ、世界的には、現在実証され

ている天然ガス埋蔵量の100倍をはるかに超える700,000兆立方フィート

と概算されている。5 メタン・ハイドレートは、陸上および沖合いに広く分

布し、特に極地と連邦大陸棚に存在する。6 専門家たちが予想するよう

に、メタン・ハイドレートのほんの一部しか開発できない場合でも、それら

の量は、現在の天然ガス埋蔵量の見積りをはるかに上回る可能性が高

い。

• 日本と米国は、可能性のある大規模メタン・ハイドレート生産の研究開

発で緊密に協力している。5月には、アラスカのノーススロープでの日米

現地試験で、CO2の圧入および隔離によるメタン・ハイドレートの抽出に

成功し、エネルギー供給と環境の両面におけるメリットが実証された。結

果として大規模なメタン・ハイドレート生産にいたる変革の可能性を踏ま

え、我々は、日米が費用効果の高い、環境に責任をもつメタン・ハイド

レート生産の研究開発を加速するように推奨する。米国と日本は、代替

エネルギー技術の研究開発に全力を傾けるべきである。
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日米、次世代エネで協力を／リサ・マコウスキー米上院エネルギー・

天然資源委員会理事 メタンハイドレート巡り 同盟強化を期待

2013/3/11日経

• 【ワシントン＝吉野直也】オバマ米大統領と安倍晋三

首相の首脳会談で合意したエネルギーの包括的な協

力を踏まえ、日米両政府は具体策の検討に入る。米

上院エネルギー・天然資源委員会理事のリサ・マコウ

スキー氏（共和党、アラスカ州）は日本経済新聞の取

材に答え、シェールガス輸出に続く日米連携の課題と

して「燃える氷」といわれるメタンハイドレート分野の開

発協力を訴えた。

• ――オバマ氏は首脳会談で、新型天然ガス「シェー

ルガス」の日本への早期輸出許可を前向きに検討す

ると答えました。

• 「日米間のエネルギー政策を巡る協力は40年以上

に及ぶ。オバマ氏が日本へのシェールガス輸出に前

向きな姿勢を示したのは、日米同盟の強化やエネル

ギー安全保障の点からも望ましい。これからは天然ガ

スや（次世代エネルギーとして期待が高い）メタンハイ

ドレート分野の開発での日米協力が特に重要になる」

• ――安倍首相は民主党政権が掲げた「2030年代に

原子力発電所の稼働をゼロ」とする目標の見直しを伝

えました。

• 「日本は国家としてエネルギーが必要だ。エネル

ギー資源のほとんどを海外からの輸入に依存してお

り、日本のエネルギー事情は脆弱だからだ。日本のエ

ネルギー政策については日本政府と国民が決めるこ

とだ。日本で起きたことを考えるとエネルギーのベスト

ミックスはそう簡単ではない」

• 「２年前の東日本大震災や津波の大災害を受け、日

本は短期間でのエネルギーシフトとエネルギー供給の

均衡をどう取るか、同時に国家としてエネルギー政策

と結び付く経済問題にどう対応するかを迫られてい

る。安倍氏はエネルギー政策についてあらゆる角度か

ら考え、原発ゼロ政策の見直しを決断したのだろう」

• ――エネルギー政策を巡る日米の課題は。

• 「日本は経済を持続可能にするために長期戦略に基

づくエネルギー供給の問題にすぐに取り組まなければ

ならない。米国は将来のエネルギー供給は大丈夫だ

という前提を変えることから議論を始めた。現状をみる

と、日米が長期戦略を描けずに、短期で堂々巡りの議

論を繰り返す傾向にあることを懸念している」
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ロマン：海洋は未知との遭遇の場、21世紀

のフロンティア。

ビジョン：海洋国家日本の生きる道は海洋

にある。海洋立国の時代が来る。

ミッション：エネルギー・資源・環境・食

料の危機が迫っている。危機の回避にとっ

て、海洋の果たす役割は大きい。

２００５ 教養学部 冬学期 総合科目「持続可能社会実現のための海洋開発」の講義



海洋技術フォーラム・シンポジウム２００９年１２月東大安田講堂

「海底鉱物資源の早期実用化による資源セキュリティーの構築」
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Tamaki Seamount（玉木海山）南北約（玉木海山）南北約（玉木海山）南北約（玉木海山）南北約55km, 東西約東西約東西約東西約30km最最最最

大水深大水深大水深大水深3,600m, 最小水深最小水深最小水深最小水深2,100m, 比高比高比高比高1,500m


